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〇平成２４年度第２回登録団体・個人交流会を開催しました。
「平成２４年度登録団体・個人交流会」を１１月１０日（土）午後３時から稲沢市市民活動支援
センターホールロビーで開催、市民活動の大変お忙しい中、登録１０団体・１個人の計１２名ご出
席にてテーマの「行政との協働」をボランティアコーディネーション力３級検定に合格されたファ
シリテーターさんが同席して１グループ内で活発な意見交換が行われました。
■行いたい協働事業は何かについて、参加者から出された主な意見を「①委託 ②補助 ③共催 ④後援 ⑤事
業協力 ⑥アドプト制度 ⑦政策提言 ⑧情報交換・情報提供 ⑨実行委員会」の９形態に分けたその内容
①子どもセンター・子ども相談・支援センターの業務/防災防犯の地域密着型
②学童保育（小学４・５・６年生）
③高齢者支援・暮らしにまつわるイベントやセミナー
④増大する老人が１人でも長く料理ができるようにしたい・市内各所でサークル活動をしたい・行政と講演
⑤双方の特性が発揮できる各専門家による相談業務・外国人とのスポーツ交流を企画実施・市内の文化財等
のバリアフリー及びトイレ等の状況を調査し観光マップ等に活用していただく
⑥市民１人１人の意識の向上
⑦子育て支援・母子家庭や父子家庭支援・不登校児童のいる家庭支援・社会へ出る前の中学３年生及び高校
３年生に食の大切さを教える教室を３～４回開催
⑧医療費削減を目指す・市民活動支援センター登録団体の交流を計る・健康寿命を延す教育
■行いたい協働事業をすすめるにあたってどのようなことが必要であるか
・市の方針や考え方を問い合わせる・市や団体のメリット及びデメリットを精査する・行政と各団体がお互
いに情報交換や勉強会を兼ね協働できる環境づくりをする・市側と民側が話し合いを何回も重ねて共通の
意識を持つことから始める・実績をつくるための援助や協力をどう展開するか
■まとめ
・稲沢市独自の協働ハンドブックの作成
■回答
・ケースにより色々状況が違う為、この場での即答はできないが、現在、次のことに取り組んでいます。
①施設の管理委託は、指定管理者制度を採用し、コストの削減委託ができるかを判断している
②補助金は、補助金のあり方検討委員会で運営補助から事業補助への検討をしている
③事業委託は、プロポーザルを採用し、運営方向・特色・利点・委託が高いか安いかなどで決めている

（写真撮影

小島 君江）
１

○登録団体活動計画
◎The Breeze of Freedom（ザ ブリーズ オブ フリーダム）
私達は第１回東日本大震災チャリティーコンサートを企画して昨年 10 月 8 日稲沢市民会館で
開催しました。皆様のご協力のおかげで約 11 万円弱の義援金を（日本赤十字社を通して）送るこ
とができました。震災から 1 年 8 ヶ月余りが過ぎ新聞やテレビ等の報道も少なくなり、国民の関
心が薄れていることは否めません。しかし、被災地から届く支援を求める声に対応されていない地
域が現在も多いと聞いています。支援を継続することが、金銭面もさることながら被災された方の
心の支えになると考えています。
音楽には力があると感じています。私自身も日々、音楽に支えられて生きています。その音楽で
お手伝いが出来ないだろうか？そう考えた時、チャリティーコンサートを開いて義援金を送ろうと
思いつきました。被災地の多くの学校で楽器が流されたり故障したり…と聞いています。また、著
名なミュージシャン主催の被災地応援音楽会を聴かれた人達は被災後、初めて感涙することが出来
たとも聞いています。今回の義援金は、学校の壊れた楽器を修理して子供たち・地域に音楽を取り
戻そうとしている『こどもの音楽再生基金』( http://www.schoolmusicrevival.org/ )です。

出演バンドのザ・セルターブは三重県を中心にライブ活動をしているザ・ビートルズの完全コピ
ーバンドです。
チケットのお求め先：稲沢市民会館 ℡ ０５８７-２４-５１１１
後援：稲沢市・稲沢市教育委員会・中日新聞社 問合先：０９０-８１３４-８５８２（田島）
２

今回は協賛金を募集して、それを開催経費に充てる予定です。現在、協賛金も募集していますの
でご協力お願い致します。尚、協賛金が経費を上回る場合は、すべて義援金に回しますので、ご了
解願います。
協 賛 金 振 込 先
三菱東京 UFJ 銀行 津島支店
店番 547
普通口座 0114723
ザブリーズオブフリーダム
タジマアキヨシ

（The Breeze of Freedom 一同）

◎ＮＰＯ法人
日 時
場 所
対 象
参加費
定 員
申込み

はんどるわっと

12 月 18 日（火）10：30～12：30
むすび…稲沢市下津油田町 11 番地
満１歳以上の未就園児とその保護者
こども１人 1,000 円
15 組
12 月 16 日（日）まで

対
日

象
時

参加費

3 歳から小学 6 年生
12 月 18 日（火）
15：30～17：30
500 円

プレゼント交換（300 円くらい）をしますので、何かプレゼントを用意ください。

ペープサート（ペーパーシアター）をみよう
ゲーム遊び
歌ってあそぼう♪
おやつ作り みんなで「いただきま～す」
サンタさんがやってくる！

問合先 NPO 法人はんどるわっと
☎ 0587-81-3694 or 090-7041-5665 川口
ウェブサイト http://www.just.st/7148854

●日 時

12 月 11 日（火）
11：00～14：00
●定 員 先着 20 名
●申込み ３日前までに
●参加費 会員
500 円
非会員 600 円
会員は登録無料で当日その場で入会可能

おもちゃ図書館 はじめます！（無料）10 時～12 時・13 時～15 時
毎週 月・水・木と第 1（日）
・第 4（土）☆ご自由にご利用下さい。
イベント・手作りおもちゃなどは希望参加です。
（一部材料費必要）
＊使わなくなったおもちゃをいただけますか？一緒に子ども達と遊ん
だり、おもちゃ作りをして下さるボランティアさんを募集中です。
３

◎ママサポートぴよぴよ

◎ヒッポファミリークラブ
子育て応援企画

世界のことばで遊ぼう！
●日
●場
●対

時 12 月１５日（土）10：00～11：30
所 稲沢市民会館 中ホール棟 3 階 和室 1
象 未就園児（0 才～3 才）の親子
対象年齢以上のお兄ちゃんお姉ちゃん、おじいちゃんおばあちゃんの参加も OK
大人おひとりでも（プレママ、プレパパも）ご参加いただけます。
●申込み 0120-557-761
●主 催 言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ

○登録団体
◎特定非営利活動法人エンド・ゴール
代表者
大久保 智規
活動内容
若者を対象として、就職サポートセミナー、相談会などを行っている
連絡先
ＴＥＬ 0569-47-5537
◎明治農賛会
代表者
橋本 先司
活動内容
果樹園（柿、ミカン、ブルーベリー他）を通じた、子供、老人との交流活動
連絡先
ＴＥＬ 090-3259-2923

平成
2424
年度
平成
年度交流会一覧・研修会
交流会一覧・研修会予定
予定
〇第３回交流会 日時
日時 平成２５年
平成２５年 １月１２日（土）午後３時～午後５時
１月１２日（土）午後３時～午後５時
〇第３回交流会
プログラム 資金調達・情報発信
資金調達・情報発信
プログラム
〇NPO 研修会
研修会
〇NPO

日時 平成２５年
平成２５年 ３月
３月 ９日（土）午後１時３０分～午後２時５０分
９日（土）午後１時３０分～午後２時５０分
日時
テーマ NPO
NPO 法人の現状と展望
法人の現状と展望
テーマ

〇第４回交流会 日時
日時 平成２５年
平成２５年 ３月
３月 ９日（土）午後３時～午後５時
９日（土）午後３時～午後５時
〇第４回交流会
プログラム まとめ・今後の展開
まとめ・今後の展開
プログラム
※ 日時・内容等の変更もありますので予めご了承ください。
日時・内容等の変更もありますので予めご了承ください。
※
４

