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■「平成２３年度通常総会」開催
■報告 市民四季の森「バラ・アジサイまつり」
■会員紹介 ：小牧サッカースクール
：小牧防災リーダー会
■家庭菜園「明るい農縁」だより その１
■助成金情報
■ネットワークＨＯＴニュース
：東海ゴム工業の新入社員研修「一日社会貢献体験」を受託
：「こまき産業フェスタ」で八雲町を応援！
■インフォメーション ：新会員紹介・新スタッフ紹介
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５月１４日（土）午後１時から、パークアリーナ会議室 A で「平成２３年度通常総会」
を開催しました。はじめに、山下史守朗市長を招き「市民活動と協働」と題した講演を行い、
市民・NPO との協働による地域づくりへの期待と抱負について熱い持論が展開されました。
その後、松田敏弘代表理事の挨拶に続いて、平成２２年度の事業報告および決算報告、さ
らに平成２３年度の事業計画と事業予算が審議され、それぞれ可決されました（出席者５６
名

委任状６３通）
。
引き続き、同会場では懇親会に移り、青山弘光元代表理事による乾杯の音頭のあと、軽食

をとりながら、会員間の親睦を図りました。
また「東日本大震災」でホタテ養殖施設に大打撃を受けた北海道八雲町を見舞った室井勝
吉理事が、現地の惨状を報告。本会としては、同町の物産を詰め合わせた「八雲ホタテ災害
応援セット」並びに「非常食セット」を販売し、その売上益を義援金として贈ることで、少
しでも同町を支援したいと会員に協力を呼びかけました。

講演する山下市長。

松田代表理事の挨拶で始まった総会。

みなさんの健康とさらなるご活躍を祈願して「乾杯～！」
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会場を彩った季節の装花。会員宅に咲
いた草花が会場に持ち込まれました。

市民四季の森

「バラ・アジサイまつり」

市民四季の森で「バラ・アジサイまつり」が開催され（6 月 4 日～１９日）、今年も本会は
オープニングの 2 日間（4 日・５日）にわたり、メイン会場の「こまきコミュニティーひろば」
と「ストリート・パフォーマンススペース」に参加する市民団体をコーディネートしました。

「フリーマーケットサークル・ガレージアヒル」
～手づくり体験～
「生涯学習ボランティア・こまき」
～プラバン＆マジックスクリーン作り～

「コープあいち小牧ネットワーク」
～小物作り・ぬり絵・折り紙～

「一色コスモスサポート学習の会」
～クイリング体験～

「兒里の家」
～竹とんぼ・竹ごま・竹ゴム鉄砲作り～

「野あそび塾リトル・トリー」
～ウッドバーニング・バードコール作り～

「愛林会」
～竹ごま作り・こま遊び～
レゲエバンド
「かむあそうトライブス」
～ソーラーパネルを持ち込ん
での、自家発電ライブ！～

ドラムサークル「ＴｏＭｏＤｏ」
～太鼓を使っての参加型パフォーマンス～

3
ネットワークニューズレター ｖｏｌ.１５

小牧サッカースクール
現在、監督・コーチのもと１３０名の小学生が元
気にサッカーに励んでいます。

当スクールでは、ちょうどフリーマーケットで義
援金を集めていたので、それで新品のソックスと

３月下旬、当スクールに「東日本大震災」の被害
地、気仙沼市でボランティア活動をする今枝久さん
（久保一色在住）から「防寒具や靴を贈ってほしい」

サッカーの練習用具を買い、一部を今枝さんから
現地の子ども達に手渡してもらいました。
またお金ができたら、ユニフォームやミニゴー

との連絡がありました。当スクールと小牧エルフの

ルなどを贈り、ゆくゆくは交流試合もできたらと

小学生が、アフリカのタンザニアに贈るためにと集

思っています。

めた靴やジャージなどがストックしてあったので、

小牧サッカースクール 代表 出口元彦

それにチームのお母さん達から集めたベンチコー
達受今
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トやジャージを合わせて現地に送りました。それを
見た被災者の方から「どうして、ここからの荷物は
サッカー用品ばかりなんだろう」と、問合せが。聞
けば、その方は気仙沼市のサッカーチーム「鹿折（し
しおり）ＦＣ」のコーチで、小学生６０人のうち
１０人が家ごと流され、また学校にあったサッカー
用具の入ったロッカーも全て流され、練習ができな
い状況であることも知りました。




小牧防災リーダー会
平成１７年より生涯学習課の出前講座に登録し

傾けていただくばかりではなく、鋭い質問もあり、

て、防災について市内各地で啓発活動を行ってお

講演をする側も真剣になってお答えしております。

ります。依頼団体のご希望の内容、場所、時間に

なお、出前講座の内容は事前に小牧市消防本部の

講演しております。講演内容は、地震、風水害、

監修を頂き、防災行政と機軸を統一しております。

火災や個別的なマンションの防災といったものか

これからも「防災を通じて、より安全で安心なま

ら、実技や討議を伴う DIG（災害図上訓練）、家具 ちづくり」に努力してまいりますので、
市民のみな
固定、非常持出品ゲーム、HUG（避難所運営ｹﾞｰﾑ） 様の一層のご支援をお願いいたします。
まで、幅広い要望にお応えしております。

小牧防災リーダー会 会長 古谷順彦

今年は東日本大震災の影響もあって、例年なら

マ
に
講
演
し
ま
し
た
。

年間１０件程度の依頼ですが、５月３件、６月４
件の出前講座を行っており、例年より早いペース
で進んでおります。依頼先は、自主防災会、３あ
い事業や地区ボラ、ボランティア団体、老人クラ
ブ、さらには企業といろいろですが、聴講のみな
さんは防災意識の高い方々ばかりで、熱心に耳を
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地域の活性化につながるコミュニティー作りのモデルケースとしてスタートした、共同運
営の家庭菜園「明るい農縁」
（市より委託事業）では、5 月 1 日の開所式から約 2 ヶ月が経
ち、４０区画の畑にはナス、きゅうり、トマト、トウモロコシなどの夏野菜が植えられ、ぐ
んぐんと育っています。
「みなさん熱心で、平日の朝の早い時間から作業され
ている方もいますよ」と農業アドバイザーの橋本保さ
ん。
「農縁」で顔なじみになり、一緒にコーヒーやラ
ンチに出かける方もいらっしゃるそうで、早くも「農
縁」の輪の広がりを見せています。
綺麗に整備された池内地区の「明るい農縁」→
（6 月 22 日 橋本さん撮影）

東日本大震災

芸術・文化による復興支援ファンド（GBFund）

●応募資格
・アーティストや芸術団体などの文化関係者に限らず、芸術愛好家や地域の伝統芸能の担い手な
ど幅広い芸術・文化活動をおこなう市民・団体
・当協議会の事務局による情報収集・調査もあわせておこない、第三者から推薦された個人・団
体等
※ 同一の団体・活動に対し、継続的に支援する場合もあり
●支援対象
・被災者・被災地を応援する目的でおこなわれる芸術・文化活動（表現方法・形態は問わず）
・被災地の有形無形の文化資源を再生していく活動
・その他、当ファンドの目的に合致すると判断される活動
●支援金額
・ひとつの活動につき、原則として 50 万円を上限とする
・他の助成金等との併願も可能
●申請締切
2011 年 5 月 31 日（火）、7 月 31
日（日）、11 月 30 日（水）※当日消印有効。
市民活動センター次世代育成事業
「次世代育成モデル事業
成果発表会」
※当面は毎月、選考会を開催
●詳しくは下記リンク先をご覧ください
http://arts-fukkou.blogspot.com/p/blog-page_11.html
●問い合わせ先
公益社団法人企業メセナ協議会 「芸術・文化による震災復興支援ファンド」係
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-2 第一鉄鋼ビル 1 階
Tel：03-3213-3397
Fax：03-3215-6222
E-mail： mecenat@mecenat.or.jp
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ネットワーク HOT ニュース
東海ゴム工業の新入社員研修「一日社会貢献体験」を受託
東海ゴム工業が新入社員教育の一環として、市内
の福祉施設で「一日社会貢献体験」を行いました。
同カリキュラムは、本会のコーディネートで平成
１９年から取り入れられているもので、今年は 4
月 14 日（木）
・15 日（金）に実施。
「岩崎デイサ
ービス」
・
「いわざき授産所」
・
「本庄授産所」
・
「すず
かけ共同作業所」
・
「ふれあいの家デイサービスひか
り」の５ヶ所の施設において新入社員４８名が体験
松田代表より事前説明を受ける同社新入社員のみなさん

実習しました。

「こまき産業フェスタ」で八雲町を応援！
本市の友好都市、
北海道八雲町の養殖ホタテが「東
日本大震災」の津波被害を受けました。本会では、
「こまき産業フェスタ」
（５月２８日・２９日）会場
に特設された応援物産展に出店し、八雲町の物産を
詰め合せた「八雲ホタテ災害応援セット」と「非常
食セット」、合せて４７９セットを販売。売上益と募
金と合せて５１万５３２２円を義援金として同町に
贈りました。

「東日本大震災応援物産展」ブース（パークアリーナ小牧）

information information
≪新会員紹介≫（敬称略）
※Ｈ２３年４ 月以降にご入会
◆個人（３名）
・山田勝成・伊藤智夫・山田由貴
◆市民活動団体（３団体）
・青年の家サポーターズ
・ぷちぽわんと

c

新スタッフ紹介

はじめまして、山田由貴です。
2 月から事務局スタッフに加わりました。
まだまだ分からないことばかりでご迷惑
をおかけするかもしれませんが、これか
ら勉強していきますので、よろしくお願
いいたします。
★生年月日：平成 2 年５月２８日★血液型：Ｏ型 ★好きな芸能人：小池鉄平❤

・サニースポット

市民活動センターの開所時から日曜スタッフとして活躍された辻畑勲さんが、３月末をもって退職されました。６年間、お疲れ様でし
た。４月からは平日スタッフだった土谷美裕紀さんが業務をサポートしています。若いスタッフも加わり新体制でスタートした事務局
を、どうぞよろしくお願いいたします。
（ひ）
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