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5 月１７日（土）午後 2 時より、市中部公民館４階大会議室
において「平成２６年通常総会」を開催しました。
はじめに松田敏弘代表理事の挨拶があり、続いて沖本副市長
より来賓のご挨拶をいただきました。総会は、加藤鐘三理事を
議長に選出のあと、平成２５年度の事業報告および決算報告、
役員改選、さらに平成２６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６８名

委任状４７通）

団体の方々、青年会議所、商工会議所、各企業の方、
当時の行政職員の方々にも大きく力添えをいただき
ながら、ここまで来られた事と、感謝の一言に尽きま
す。それとともに、感動、感激をいっぱいいただき、私
の人生の中でも大変有意義な７年であったと振り返り
思い起こせば、１１年前に青年会議所、商工会議所の

ここに喜びを噛みしめています。

提案で市民活動の拠点が必要との想いから、青年会

長年のご支援、ご支持をいただき、時には激しいや

議所は 1 年前から、パートナーシップサポートセンター

り取りもありましたが、寛大な皆様方のお蔭で何とか

の岸田氏を招き、市民活動の基礎から１年かけ勉強し、

ここまで進めさせていただきましたことと、後任に素

商工会議所では会議室の手当、事務局も青年会議所

晴らしい方を迎えることができ、幸せなことと感慨に

とともに引き受けていただき、毎月２回から３回くらい

ふけっています。

の議事録をまとめ膨大な資料作成に尽力をいただき

こまき市民活動ネットワークの今後の発展を祈念し

ました。なかなか方向性が見えない中、市長からのサ

て筆をおきます。

ジェッションで条例の案でも作ってみてはの一言か

重ねてありがとうございました。

ら、大きく前進し、市民活動センター設立へとつながり
前代表理事

今、があると思っています。

松田敏弘
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７月１日（火）に行われた臨時理事会での承認を経て、秦野利基代表理事のもと新体制による運営がスタ
ートしました。市民・企業・行政をつなぐ中間支援団体として、重要な役割を担う「こまき市民活動ネットワー
ク」。そのバトンを受け走り出した新役員のみなさんを紹介します。

秦野利基 代表理事

ミニプロフィール
S39 年 2 月生まれの 50 歳/水瓶座/Ｏ型。本業は (株)竹藤商店の社長さん。現在、
小牧商工会議所の総務委員長も務められています。

ネットワーク会員の皆様こんにちは。発足以来、長い

これまで、数多くの事業を開催させていただきまし

間、副代表理事の立場で皆様に大変お世話になってき

たが、そこには、いつも会員の皆様のお力添えと事務

ましたが、この度、代表理事という重責を担わせてい

局職員のたゆまぬ努力がありました。市の市民活動

ただくことになり、身の引き締まる思いです。

への様々な施策の整備も進み、近年では、多くの視察

思い返せば 10 年以上前、青年会議所（ＪＣ）時代に企

や市民活動センター設立のためのアドバイザーとし

画した「市民が輝くまちづくり研究会議」の中で、多く

ての役割も果たしてまいりました。これらは、全て皆

の皆さんと学び議論したことが条例となり、市民活動

様とのつながりのおかげです。このご縁に感謝し、今、

センターの開設となり、そして「こまき市民活動ネットワ

ふたたび原点に立ち返り、さらにお役に立てる、多く

ーク」が発足しました。原点から一緒にやってきた皆

の笑顔に触れることができる「新生ネットワーク」を目

様、そして私たちの理想に共感して参加していただけ

指して頑張りたいと思います。

るようになった多くの皆様のおかげで、今の「特定非営

どうか、今後とも「こまき市民活動ネットワーク」を

利活動法人こまき市民活動ネットワーク」があります。

室井勝吉 副代表理事

宜しくお願い申し上げます。

加藤鐘三 副代表理事

S3７年５月生まれ/双子座/Ｏ型

S38 年８月生まれ/獅子座/ A 型

こまき市民活動ネットワーク

私はネットワークを通じて多

のこれからを、この機会に

くの方と話をし、触れ合うこ

原点に立ち返って皆様と共

とで、失いかけていた大切

に考えていきたいと思いま
す。また、会員の皆様方が、
もっともっとふれあえる場
を提供できる事業をと考え
ています。ご協力をよろしく
お願いします。

なものに気付くことがあり
ます。これからもネットワー
クはそんな所であってほし
いと思います。今後ともよろ
しくお願いします。
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伊藤大悟 副代表理事
松浦裕計 副代表理事

S49 年 4 月生まれ/牡羊座/Ｏ型

S3７年７月生まれ/蟹座/AB 型

小牧青年会議所の先輩方を
通じ、まちづくりから始まる
「協働」を学ばせて頂きまし
た。この経験を生かしこまき
市民活動ネットワークの活動
のお力になれればと思って
おります。若輩者ですが精一
杯務めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

副代表理事を務めます松
浦です。こまき市民活動ネ
ットワークが小牧市のチェ
ンジメーカーとなると信じ
ております。よろしくお願い
します。

7 月―10 月の事業案内

■問合せ・申込み （特）こまき市民活動ネットワーク

東海ゴム工業株式会社

今年度より助成地域が北尾張に広がりました。
（小牧市・春日井市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町・犬山市）
■募集内容

申請書の書き方など、気軽にご相

夢づくりスタート部門 上限５万円（４団体）

談ください。余裕を持って提出され

街・人づくり部門 上限１０万円（２団体）

ることをお勧めします。

※事業終了後、優秀事業には奨励賞として
３万円が贈られます（1 団体）。
・障がい者福祉に関する事業

平成 26 年７月 1 日（火）～31 日（木）

・文化・芸術の振興を図る事業
・青少年の健全育成を図る事業

■募集要項・申請書などは、こまき市民活動ネットワークの

・安心・安全な社会づくりに関する事業

ＨＰからダウンロードできます。

・環境との共生を図る事業

http://www.npo-komaki.net/tri/

モノづくりの現場で、ＪＡＸＡの教育アドバイザーから

＜日時＞

８月１９日（火）９時～１２時３０分

＜場所＞

（受付８時３０分～）
ＣＫＤ(株)本社工場（応時２丁目２５０番地）

＜対象＞

小学３～６年生※保護者同伴

＜定員＞

４０名（申込多数の場合は抽選）

空気の力について学びます。
＜内容＞
① 手作りエアホッケーで空気の力を体験しよう！
②

山田

■募集期間

■対象事業

簡易ブロアー（送風機）をつくって遊ぼう！ ほか

＜参加費＞

＜講師＞

無料

＜締め切り＞７月２０日（日）

遠藤純夫氏
（ＪＡＸＡ宇宙教育センターアドバイザー）

夏休みの思い出に、
お子さん、お孫さん
と一緒に 楽しく学
びませんか。

伊藤

平成 2６年度小牧市市民活動センター交流促進事業

市民活動団体、学校、企業、諸団体、行政が一堂に集まり、展示やス
テージ発表を通して活動を紹介します。今年はクイズラリーも企画。
会場をぐるっと回ってたくさんの団体と交流しよう！
＜日時＞
＜場所＞

８月３０日（土）１０時～１５時

＜参加費＞

無料

小牧市公民館講堂・展示場

３０団体がみなさんを
お待ちしています！
平手
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ネットワークＲｅｐｏｒｔ

「みんなで育て、おいしいを食べよう！」を合言葉に、「こまきリコ
ピン学校」がスタートしました。子ども達の食への関心や感謝の気持
ちを養い、育てる面白さや収穫の喜びを体験してもらおうと、カゴメ
小牧工場と当ネットワークが協働で企画。家庭菜園「明るい農縁」（赤
堀地内）の一部に畑を用意し、５月１０日の開校式には１５家族４０人が
参加してカゴメのトマト「凜々子（りりこ）」を植えました。８月２日には
収穫祭を、１６日には発表会を予定しています。

カゴメのマスコットキャラクター「ケチャップ君」
から子ども達一人ひとりに「リコピン学校入校
証」が手渡されました。

東海ゴム工業が新人教育の一環として平成１９年
寺社建築が専門の鵤（いかるが）工舎舎主、小川

から取り組む「一日社会貢献体験」が、今年も当会の

三夫さんによる講演会を市中部公民館大会議室で

コーディネートにより実施されました。新入社員２９人

開催し、約８０人が参加しました。小川さんは、高校の

のみなさんは、５月２９日（木）同社本社ビルにおいて

修学旅行で法隆寺を見て感銘を受けこの世界を目

当会の松田敏弘前代表理事よりガイダンスを受けた

指されました。お話は、ご自身の修業時代のエピソー

後、６月２日（月）に市内６ヶ所の福祉施設で、それぞ

ドに始まり、職人の世界での人育てや仕事への流儀

れ実習体験を行いました。

など、心に響く奥深い話ばかりで、参加者は熱心に
耳を傾けました。

また同会場では、午前９時３０分より「平成２５年度
市民活動助成金実績報告会」が開催され、はじめの
「市民が耀く活気あふれるまちづくり」を目的とした
創意と熱意あふれる事業に対して、必要な経費の一部

一歩部門２団体、元気なまちづくり部門５団体それぞ
れが事業の成果を発表しました。

を助成する「市民活動助成金」。今年度は「元気なまちづ
くり」部門に２団体がエントリーし、企画提案発表会を経
てそれぞれ採択されました。はじめの一歩部門には該当
団体がありませんでした。
【元気なまちづくり】部門
●事業名：小牧の名所・旧跡を英語でガイド事業
団体：小牧通訳ボランティア会
●事業名：こまき おとなと子どもの防災カレッジ事業
市役所本庁舎６０１会議室で行われた企画提案発表会

団体：アレルギーっ子のつどいクリスマスローズ
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今年も市民四季の森「バラ・アジサイまつり」のオープニングイベントで「こまきコミュニティーひろば」の
企画・運営を行い、１２の市民活動団体が参加しました。両日共に真夏日のようなモーレツな暑さでしたが、各
ブースには多くの親子連れが訪れ、さまざまな体験ブースを楽しみました。
参加団体

市民活動団体のテントが並ぶ「こまきコミュニティーひろば」

①

一色コスモスサポート学習の会

②

野遊び塾リトル・トリー

③

生涯学習ボランティア・こまき

④

竹と炭工房・小牧竹とんぼの会

⑤

愛林会

⑥

インディアン・ヴィレッジ・キャンプ

⑦

小牧防災リーダー会

⑧

小牧災害ボランティアネットの会

⑨

コープあいち小牧地域委員会

⑩

小牧市山野草の会

⑪

にこにこプロジェクト

⑫

紙芝居どんぐり

６月２２日（日）東部市民センター料理教室で「春

にんじんＣＬＵＢが「明るい農縁」の一部を借り５月

の収穫祭」を開催しました。メニューは夏野菜がた

から「ど根性菜園」をスタートしました。「食」と「農」

っぷり入ったカレーとサラダ。普段はあまり台所に

への関心が高まる中、同ＣＬＵＢの会員さん向けに

立たないという男性陣も、この日は大奮闘！差し

「癒しとリフレッシュを実感できる場」の提供をして

入れの品々もテーブルに並び、豪華な昼食となり
ました。

います。

「池之内市民菜園」がス
タートして 1 年が経ちま
した。日々の野菜づくり
を通して素敵なコミュニ
ティーができています！

５つの調理台に分かれ、チームワーク良く準備を
進めるみなさん

お茶で乾杯後、和やかにランチタイム♪
畑のアイドル 海田
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information
≪新会員紹介≫（敬称略）

月の予定

※Ｈ２６年３月以降にご入会

◆個人 速水昭典 伊藤大悟
◆市民活動団体 竹と炭工房・小牧竹とんぼの会

※７月１日現在の予定です。

会員数

1 日（火） 第２回臨時理事会
「ＴＲＩ夢・街・人づくり助成金ｉｎ北尾張」募集スタート
（～31 日）
１０日（木） 第３回こまき市民活動祭事前説明会
１９日（土） 協働提案事業化制度成果発表会

２１８

（平成２６年７月１日現在）

個人 正会員（92）・賛助会員（７）
市民活動団体（78）
企業 正会員（２４）・賛助会員（７）
諸団体 正会員（９）・賛助会員（１）

■「池之内市民菜園」利用者募集中！

26・27・２８日（土・日・月） 「小牧平成夏まつり」協力

7 月１日現在６区画の空きがあり、利用者を募
集しています。「野菜づくりと仲間づくり」をコ
ンセプトに運営する市民菜園に、あなたも参
加しませんか。興味のある方は事務局までお
問い合わせください。

30 日（水） 第 1 回小牧市新入職員協働研修

２日（土） こまき「リコピン学校」収穫祭

■企業会員のみなさまへ

１６日（土） こまき「リコピン学校」発表会

当会が書類などの送付用として使用する封筒
（角２号）に、会社の広告案内を掲載しません
か。掲載面積は縦７０mm×横９０mm で費用は無
料です。ぜひご利用ください！

１９日（火） ＣＫＤ「モノづくり」から学ぶ理科教室
26 日（火） 第２回小牧市新入職員協働研修
30 日（土） 第３回こまき市民活動祭

■HP 掲載情報大募集！
こまき市民活動ネットワークの HP で、イベント
の告知や報告、会員の募集などを PR しません
か。詳しくは事務局までお問合わせください。

６・７日（土・日） こまき信長お月見まつり
「地域ブランドサミットＩＮ小牧」協力
23 日（祝） 三菱重工名誘ＣＳＲ『コラボラ』事業
「ヘリコプターはなぜ飛ぶの？」

藤原景子（ふじわらけいこ）

28 日（日） アクティブシニア講座
ゲスト：夫婦楽団ジキジキ

４日（土） 「ＴＲＩ夢・街・人づくり助成金ｉｎ北尾張」公開審査会
８日（水）

まちを育む市民と行政の協働交流会

18 日・19 日（土・日）

小牧市民まつりげんき村

10 月 13 日生・天秤座・Ａ型
趣味：映画鑑賞
好きな俳優：ジャッキーチェン
好きな言葉：
「うつくしいものを
美しいと思える
あなたの心が美しい」
―相田みつをー
ひと言：6 月から事務局に入りました。好奇心が旺盛な
ので、お祭りなど面白いことがあれば、いろい
ろと教えてください！

編集後記：今年度の事業も次々とスタートし、あわただしく日々が過ぎていきます。「とは言っても、パソコンばかりに向かってちゃ
ダメよね、事務局も出来る限り外へ出て、市民活動の現場に足を運ぶようにしなきゃ！」と伊藤事務局長。大きく頷くスタ
ッフ。というわけで、みなさんの活動先へおじゃまさせてください！！情報お待ちしています。（ひ）

ネットワークニューズレター第２４号
◎発行・編集：特定非営利活動法人 こまき市民活動ネットワーク
◎発行日：２０１4 年７月２日
〒４８５－００４１ 小牧市小牧二丁目１０７番地 小牧市公民館４階
TEL：
（０５６８）７４－４０１１ FAX：
（０５６８）７４－４０７０
e-mail：komaki.civic-net@me.ccnw.ne.jp HP : http://www.npo-komaki.net/

6
ネットワークニューズレター ｖｏｌ.２４

