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★2018年 7月 19日 「第 3回休眠預金活用制度学習会」 

くわなメディアライヴ 1F多目的ホール 

第一部講演会 13：00~15：15 

基調講演 1「休眠預金活用制度と NPO支援」 

認定 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度を 

つくる会 代表理事 関口宏聡氏 

 

基調講演 2「佐賀未来創造基金」 

公益財団法人佐賀未来創造基金 理事長 山田健一郎氏 

 
シるミるカフェ 

「課題解決のプログラムを体験する」 

CAPみえ （左）志治優美氏 （右）黒田幸美氏  

 
第二部討論会 15：30~17：00 

第 9回桑名員弁地域円卓会議 

「NPO・市民活動を活発にする地域の基金」 

 

★2019年 2月 9日「市民活動応援☆きらきら基金」 

第 11回助成事業  第 6回企業社会貢献発表 

くわなメディアライヴ 2階 桑名市市民活動センター 

12：15~16：30 

〈10：30-11：00会場設営・展示〉 

〈11：00-12：00昼食・ランチタイムミーティング〉 

瑞宝産業(株)さんのおにぎり 

① 「団体の困りごと“ちょっと”話して見ませんか？」 

木下由美子委員 

 

② 「休眠預金は“今”どうなっているの？」 

川戸由起委員 

〈12：15-12：30開会セレモニー〉 
ご挨拶 きらきら基金代表 小笠原まき子 

ご来賓挨拶  

当日の進行・寄附投票説明等 

カエル・こぶた募金／未使用葉書、切手などのご寄附 

〈12：30-13：00 団体助成プレゼン〉団体助成を受け

る団体の方たちが、前に出て、自分たちの団体を、寄

附投票される方たちにアピールします。 

〈13：00-14：00企業の社会貢献活動アピール〉 
この地域で社会貢献活動を行っている企業の展示です。 

その内いくつかの企業が活動を発表し、三十三総研 

先浦さんの講評があります。 

〈14：00-14：30 寄附投票・交流タイム〉       

団体のプレゼンや会場の展示を見て、100円単位で、

応援したい団体に寄附投票します。この額で助成金額

の振り分けを決定します。ぜひ、応援してくださいね。 

〈14：30-15：00 パートナー事業プレゼン＞     

企業・行政・市民活動団体など、他の団体・組織とい

っしょに行う事業に助成します。一事業 30,000円です。 

〈15：00-15：20 高校生の活動発表〉        

「高校生の地域社会貢献活動への助成」事業に参加し

ていただいた高校の活動発表です。         

〈15：20-15：50 助成事業報告・アピールタイム＞  

前回助成を受けた団体の皆さんいろいろな事業を企

画されている皆さんなど             

〈15：50-16：10特別賞発表・感謝状贈呈＞     

賞を受賞されることで、その団体の活動がより多くの

人たちに認知され、活動しやすくなるようにするため

の賞です。



 

 

 

 

「参加しない自由がある、市民活動に関心のある人たちのゆるやかなつながり」 

桑名 員弁 ★まちのファンクラブ 

桑名員弁地域のまちづくりや市民活動に関心のある人たちの交流の場です。参加しない自由がある、ゆ

るやかな人のつながりです。2000年の「平成の町割り会」からですから、１０年以上のおつきあいの方々

もいれば、若々しく元気な方たちも入ってこられ、つながりがゆっくりひろがっています。 

 

 

「暮々も無理せず 楽しみながら防災を続けよう」 

多度 ☆多度町ボランティア連絡協議会 

さまざまな場面で必要とされるボランテ

ィア活動が、長く続くように、どなたでも

参加できるように、無理せず楽しみながら

がモットーです。活動、事業は毎月の定例

会をはじめ年 1 回のバス利用による研修会、交流会。多

度町ふれあいフェスタ、桑名ボランティア祭り、多度あ

やめ病院、多度トレイルランへも協力しています。 

 

 

「和気あいあい！仲間作り！」 

長島 ★長島町ボランティア連絡協議会  

明るく楽しくボランティア活動に取り組

めるような団体を目指しています。長島町

内のボランティア活動の充実に力になれ

ればと思います。ボランティアの課題は”

力”を集結することです。ボランティアが必要とされる

時に力を発揮するためにもその課題に対応するためにボ

ランティア同士の情報の共有交換や交流をはかることを

目的としています。 

 

「様々な出会いの中で感じる事から始まるボランティア活動」

桑名 ★桑名ボランティア連絡協議会 

当ボランティア連絡協議会に於いては、年

齢に関係のないボランティア活動の中で、

皆様のニーズに応えられるように、お互い

情報交換をし、他団体と連携を進め、地域

に根ざしたボランティア活動を行ってお

ります。『お互い様の気持ち』を大切にし力を抜いて人と

人との垣根を越えたお付き合いをしていただける方を募

集しております。 

 

「〈経験・技術・能力・意思〉のある女性達をネットワーク」 

北勢地域 ☆桑名女性ネットワーク 

桑名で小さな独立を行う女性達が、得意と

する分野をもってつながれば、地域社会の

中でより積極的に活躍でき、場が広がるは

ずです。時間や場所にとらわれることなく

家族や地域社会を大事にしながら仕事や

社会活動を行い、子どもたちがお母さんの姿を見ながら

安心して育つ住みやすい地域文化・コミュニティを仕事

を通じて築いていきたいです。 

 

「ＮＰＯ法人格を活かして、それぞれの思いを地域で形に」 

桑名 員弁 ★認定特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター 

ひとりひとりの違いを大切にし得意なことを活かして自分の思いを形にできるよう

なまちをつくりたいと思います。そのひとりひとりの活躍でひとが輝きその魅力が

あふれてまちに広く伝わりみんなが大切に思ってかかわってくれるまちができると

いいなぁと思っています。 

 

 

 

 

 

「地域の物的・人的資源を有効活用して、いなべ市の魅力を高める地域おこし団体〈もったいない〉SDGsの考えを基本としている」  

いなべ ☆いなべ自然楽校（イナスク） 

有効利用されない物、自分の能力を十分発揮できない人、を資源としてとらえ、いなべの地域おこしにつ

なげます。参加・体験型で地域の人たちの協力・応援が最大限に得られるしくみをつくります。 

参加者・構成員が満足でき、さらには成長することができるＮＰＯをめざします。 

 

 

「桑名の竹林を再生する会、元気な仲間作り」 

桑名 多度 東員 ☆特定非営利活動法人 桑竹会 

良い汗をかき、皆に喜ばれ、仲間と美しい里山つくりしませんか。竹を愛するイベントに参加しませんか。

竹の有効利用の研究に参加しませんか。収穫祭、竹工作と流しそうめん、竹灯籠の灯りの中での 

コンサート、門松つくりなどをしています。元気な年寄り沢山います。元気貰いませんか。 

 

 

〈1〉 

応援・分野を越えるネットワーク 
GROUP:6  

 

環境 
GROUP:14 

分野別助成金総額 28.400円 

分野別助成金総額 228.000円 

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/12
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/188
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/166
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/87
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/127
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/13
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/13
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/165
http://www.miraiwork.jp/cmess/20120820machifanogasawarw.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess3/20150224nagasimaborakyokato.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121126kuwanaborenkawase.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20130214kuwanajyoseinetmizutani.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20120815miekitahattori.MP3


「自然と人間の共存できるくらし」 

いなべ ☆いなべの里山を守る会 

地域の里山は、人が入らなくなって久しく、

ほとんどの場所が草に覆われ荒れていま

す。こんな環境をすこしでもなくそうと思

っています。次世代に、あそべる楽しい山

を体験してもらい、その子どもたちが、何年か経ったあ

とに、もし山が荒れていたらと、子どもの頃を思い出し

て山の整備をしてくれたらいいなあと思っています。 
 

 

「いのちめぐる風土の再生プロジェクト」 

桑名 藤原 員弁 

★NPO法人 環境再生職人ネットワーク 

「陽だまりの丘」の団地に隣接のお借りし

た山里約 3万坪の中、現在 1万坪を鈴鹿 TS

テックさんの力をお借りし、NPO 法人森林

の風さんとの力を合せて企業の森として整

備をやっています。これは里山を伐採することで道路を

つけて子どもたちが里山に入りやすいようにしていくこ

とが目的です。 

 

「この地域の環境と人に、思いをはせましょう！」 

桑員 ★桑員エコリーグ 

ごみ・水・エネルギー・食など、環境保全

を目的とした個人・団体・企業などのゆる

やかなネットワークです。さまざまな環境

達人、さまざまな世代の方とのつながるこ

とで、楽しくエコな交流をしながら、環境への「一歩」

が増えることが目的です。この地域の環境を共に考え・

交流・情報交換し、気づき・学び・行動してみませんか。 

 

「美しい川を未来へ繋ごう」 

桑名 長島 

★特定非営利活動法人 木曽川文化研究会 

昔、木曽の山から切り出された木材は筏

に組んで川を下り、桑名まで運び、そこ

から船で全国へ出荷されていました。筏

下りに参加して、歴史にふれ、川の素晴

らしさを体験してみませんか。「地域・川・自然」を考え

る場の提供に努め、地域づくりに貢献します。 

「思いやりを行動に」 

いなべ ★デンソーハートフルクラブ大安 

９８年に設立された企業内のボランティア活動グループです。大安製作所には、ボランティアを企画運

営するメンバーが約３０名在籍しており、地域へ少しでも貢献出来ればという思いで年に７回の活動を

行っています。地域美化、海外支援衣料回収、DECO ウォークなどの活動に、年間約１,０００名の従業

員及び家族が毎年参加してくれています。 

 

「地域の環境や文化に貢献しよう」 

桑名 多度 ☆特定非営利活動法人 多度自然育成の会 

多度自然育成の会は、国の天然記念物「多度のイヌナシ」をまちの宝としてその自生地の環境

を保護し、道路周辺の草刈や里山の環境保全、子どもたちへの環境教育、そして安全･安心の

ためのパトロールなどが、将来を担う子ども達への遺産であり、まちづくりに役立つものと信

じて活動しています。 

 

「東員町中部公園の水景苑法面一面を紫陽花の花で楽しもう！」  

東員 ☆紫陽花倶楽部 

癒しのスポットになればと思い、紫陽花の植樹に取り組んで来ましたが、法面全体にするに

はまだまだで、年々育って行く過程の紫陽花を楽しんでください。毎月２回ほど育成管理に

取り組んでおります。紫陽花に興味のある方、作業に加わっていただける方、家庭で挿し木

の育苗をしていただける方を募集しています。 

 

「未来へつなぐ環境ボランティア」 

桑員 ☆環境学習サークルみえ桑名(桑員地区) 

環境問題を体験によって気づいてほしい

と、年間５０回ほど出張して体験プログラ

ムを行なっています。子ども達に体験させ

たいとか、環境のことを学びたいという思

いを受け、学校の先生方や環境リーダーの学習活動を応

援してきました。 

 

「土から生まれた野菜は健康な私たちを育てる」 

いなべ ☆つちっこの会 

「生ゴミゼロの社会実現」をめざして、

地域の生ゴミを堆肥化し、土と野菜に戻

し、生ゴミ乾燥木箱を住民に有料で提供

しみなさんに家庭から出る生ゴミ乾燥物

を大安堆肥センターまで運んでいただき、

各々が土や野菜作りの提案しながら、元気な物、より良

い物を提供し合っています。

 

「ごみを資源ととらえた地域づくりの展開」 

東員 ☆特定非営利活動法人生ごみリサイクル思考の会 

RDF ゴミ焼却発電施設の爆発事故をきっかけに、地域のゴミ減量を目的として、生ごみの堆肥化による

減量と循環に取り組んでいます。行政ができるようになるまでのしくみをつくっていこうということで

す。また、地域の人たちがさまざまに活躍する機会づくり、拠点づくりをしています。 
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「直すヨ おもちゃ！!」 

桑名 ☆おもちゃ病院くわな 

幼い子どもたちは、皆おもちゃが大好きですが、よく壊します。預かって入院修理しますと言うと、イ

ヤがる子どもや、帰り際にジット自分のおもちゃを見つめる子もいて、修理意欲が高まります。ドクタ

ーも修理を楽しんでいます。壊れてしまったおもちゃがよみがえると、親子とも笑顔がこぼれます。 

 

 

「もったいない・ものを大切にしよう！」 

いなべ ☆いなべおもちゃ病院 

「おもちゃ」が、いろいろな理由で簡単に廃棄処分される現状を目の当たりにし、これでは子ども達へ

の教育にも考えさせられる事が多くあるのではとの思いで、「おもちゃ」の再利用を目的に、開院するに

いたりました。苦労する所が多いのですが、再び動くようになり、子どもさんが喜んで持ち帰る後姿を

見ると、おもちゃドクター冥利につきます。 

 

 

 

 

 

「発達発育に支援の必要な子どもと保護者の方の居場所づくり」 

桑名 ☆発達支援・子育てサポート このて 

障がいがあることで、暮らしに大きく制限を受けることを周りの人が、地域の人がサポートすることで

改善できることは、たくさんあります。障がい者をサポートすることは、健常者の義務です。自分の生

活のためでもあるのです。障がい者や弱者が暮らしやすい社会をつくることこそ、まさに自分たちの暮

らしを良くすることです。 

 

「自然の中で、こどもおとなも、てとてをとりあって育とう」 

いなべ ☆おさんぽの会ててて 

どんな社会であっても、原点は自然にあり、子どもは特にその自然の中でたくさん五感を使って遊ぶこと

を失わないよう、環境を守るのは大人の責任でもあると思います。地域の大人や自然環境が「て」をとり

あい、子ども同士も、母親同士も、みんなが「て」をつなぎあって、子どもたちをまん中にした子育てが

できる社会になるようにと願い活動をしています。 

 

「多様性を認め合い、共に成長する」 

いなべ 多度 菰野 ☆さともりヴィレッジ 

「自然の中で子どもと共に育ちたい」と
志を持つ母が集まり自主保育活動を始め

ました。いなべ市やその近郊が園庭。山、

川、遊歩道など、いろんな所へでかけて遊

んでいます。子ども達が自然の中でのびの

びと遊び、自分らしく生きる礎を培う場に、また、お母

さん自身が自分らしさを出せる場になることを願ってい

ます。 

 

「〈やりたい！〉を〈やりきろう!!〉」 

桑名 ☆おひさまの森ようちえん 

森のようちえんは 1990 年代に北欧からそ

の名称が伝わりました、日本では森に限ら

ず公園や里山など自然の中で保育を行う

団体の総称とされています。園舎の有無、

保育形態などは団体によりさまざまです

が、地域にある自然を使ってそこでできる保育を実践し 

ていくので 1つとして同じ保育はないといえます。 

 

 

「笑顔いっぱいの子育てを応援します」 

木曽岬 ☆子育てボランティアトライアングル 

子育てを応援する団体です。子育て中のお

母さんが楽しくお子さんと過ごせるよう

に、一年を通していろいろな行事を企画し

ています。トライアングルというのは、親

と子と、ボランティアと、社協の輪という

意味です。集まる場所はすごく大事です。いけば誰かが

いる場所です。 

 

 

「親子で気軽に遊べる子育て広場」 

桑名 ★にこにこ広場 

益世地域を中心に未就学児のお子さんを

対象とした子育て広場です。旧益世幼稚

園の南側で民生委員と地域のボランティ

アの方々で月に１回、基本第４木曜日の

午前 10:00~11:30まで開催、自由に遊んで

楽しいひと時を過ごしてもらい、お子さんもお母さんも

「にこにこ笑顔」になってもらい、少しでも寄り添って

応援していきたいと思っています。 
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「地域の子育てママ達の交流を支えたい」 

桑名 ☆子育てわかば会 

私たち１４名のボランティアメンバーは、７０歳から４０歳位で子育ての経験がある女性たちです。男

性には力仕事やのこぎり作業など手伝ってもらっています。ママたちにひととき、自分の時間を楽しん

でもらうように、アイデアいっぱいの工作をしてもらいます。みんなで畑作業にもでます。ボランティ

アを楽しんでいる、こんな団体です。 

 

「きみを、あなたを、ひとりにしない」 

桑名 ☆特定非営利活動法人 太陽の家 

私たちは「大変だな、誰かのヘルプが必要だな」「もっと楽に楽しく生きたい、息抜きしながら生きたい」

と感じる子ども達、大人達が安心して過ごせる居場所作りに取り組んでいます。生きづらさを抱えた人

たちを地域ぐるみで支え、人と人とがつながっていくことによって生きる力を取り戻し支え合う居場所

として「太陽の家」を作りました。 

 

「食事をとおして交流できる心温まる居場所をつくる」 

いなべ ☆みんな食堂「このゆびとまれ」 

いなべ市の中で、地域のみんなが来れるき

っかけづくりの場所、食事をとおして悩み

を話せる場所、温かい場所があったらいい

ね。そういう思いではじめの一歩をふみ出

そうと考え、みんな食堂「このゆびとまれ」

を作りました。 

 

「子どもたちにたくさんの本を手渡し本好きな人に育ってほしい」 

桑名 ★コアラ文庫・もこもこの会 

親子で心を解放して遊び、子ども達とたく

さんの本と出会ってほしい。子どもの本に

学ぶ子育て自分育ち、そんなことを考え自

宅開放をし、手持ちの児童書、絵本を元に

文庫活動をはじめて二十数年になりました。 

 

 

 

「子どもの安心できる場所づくり」 

桑名 ☆わくわくフレンズ 

わくわくフレンズは桑名市を中心とした

ボランティア団体です。現在の活動は毎月

2 回の「子ども食堂」開催が中心となって

おります。これからは子ども食堂参加者に

満足いただける「居場所」づくり等メンバー一同、力を

合せて活動していきたいと思っております。 

 

「子育て支援と親子での近隣コミュニケーション」 

東員 ★長深文庫（ながふけぶんこ） 

30 年以上の地域に愛されている市民文庫で

す。子どもたちが本を通じて成長していく様

子をみることと、ボランティア活動はとても

楽しいです。本を読むこと、触れ合うことで

「親子のコミュニケーション」を養い、地域の活性化に

少しでも役に立てばと思っています。 

 

 

「すべての子ども達に幸せな人生を送ってほしい」 

いなべ ☆いなべわらべうたサークル あかまんま 

赤ちゃんが初めて耳にする音楽はやわらかいお母さんの声であってほしいと思います。わらべうたには

目を合せてうたいかけ、肌にふれて遊びに刺激を与えて発達を促す、日本人の子育ての知恵が遊びの中

にこめられています。 

 

「親子で遊ぶ楽しさを味わって下さい」 

多度 ★子育てボランティア“ほのぼの” 

親子で遊ぶ楽しさを味わってもらい一緒に遊ぶ中で自分たちの子育てで気付いたことをお母

さんたちに伝え子育ての参考にと活動しています。お母さんの相談に応じたりリフレッシュ

できる場にとも思います。手遊びもしていますので、覚えたい方もぜひ参加して下さいね。

 

 

「ママのスキルを子供たちや地域のみんなでシェアしよう!」 

桑名 三重 ☆mamaすきる 

ママのスキルを持ち寄って、親子を対象にしたワークショップを開催したり、子育てが充実する講習会

を企画したり、地域とのつながりができるコミュニティの提供をしています。ワークショップの企画や

運営に興味のある方を募集しています。女性の職場復帰を支援できる活動も考えています。

 

「〈みんなで子育て！〉あったらいいなを叶えたい♪」 

桑名 ★特定非営利活動法人くわな子育て支援ネットワーク WonderPocket 

子育て中のパパママ、子どもたちみんなで取り組んでいます。敢えて「ヨソの子を見る」ということを

しています。今しかない子育ての時間を一緒に楽しみませんか？他人を信じて甘え、遠慮や気兼ねより

楽しむことを優先し誰かを助けたり役に立とうと思う勇気を、気負わず少ーーし出してみてくださいね。 
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「子どもたちの今、未来が豊かであるために。」 

桑名 ☆ＮＰＯ法人ネットワークくわっこ 

子どもたちの心とからだは、豊かに成長していくことが難しくなっています。虐待も後を絶たず、昨今

では子どもの貧困、戸籍のない子どもなど、子どもの育ちや子育てに関する問題は山積みです。子ども

たちが様々な体験や社会参画の場を通して「生きる力」を培い、かけがえのない子ども時代を豊かに過

ごすことを目的として活動しています。 

 

「創作・成長・交流・喜び」 

いなべ ☆あ～ちゃんのて 

簡単な手作りの小物をプレゼントしてい

ます。子育てから障がいの方達へと広げた

いと思います。1ヶ月に 1度位の集まりで

す、気の合う方達とアイデアを出し合って

出来上がった作品を見ていると楽しいで

す。いなべ市市民活動センターで第 3火曜日午後 1時 10

分から集まっています。 

 

 

「笑顔の託児」 

東員 ★バンビ 

保護者の方が安心して、公的な機関（東員

町内）の講演会、学習会、会議に参加でき

るよう託児支援します。初めてお母さんと

離れてすごす子ども達は不安と淋しさで一

杯の顔ですが、だんだんと慣れて笑顔になってくる様子

を見ていると私達も一安心です。笑顔で迎えに来るお母

さん達を見るとこれもまたうれしくなります。 

 

「絵本の魅力をご紹介・地域ぐるみの子育てのお手伝い(応援)・楽しく育児＝育自」 

桑名 ☆（お母さんの会）あいうえお 

子どもたちの笑顔を見たくて「読み聞かせ」というより、いろいろな種類の本を様々な方法を駆使してご

紹介し子どもたちと共に絵本の世界を楽しみ、絵本（お話）の魅力、言葉（主に日本語）の美しさすばら

しさを一緒に味わいます。地域ぐるみの子育ての応援も目指しています。 

 

 

「絵本が広げる子どもの世界 絵本が育てる言葉の力、想像力」 

いなべ 大安 ☆大安町おはなし会 くまのこ 

毎週三岐鉄道大安駅にある大安図書館で、他にも子育て支援センターや小学校で、子どもたちに、絵本

や紙芝居の読み聞かせで楽しい時間を提供し、子どもの世界を広げ、言葉の力、想像力、感性を育てま

す。ちょっとゆとりの時間があって子どもの成長を応援できる方、一緒に活動しませんか？ 

 

「お子さんたちはおもちゃで遊び、ママさんたちは楽しくおしゃべり！」 

いなべ ☆子育てサロン さくらんぼ 

未就園児とママさん達がお子さんと一緒に交流できるように、つどいの場を毎月１回開催しています。

おもちゃや本を並べた遊びスペースで子供さんを遊ばせながら、ママさん達はおしゃべりしたりお茶と

お菓子をいただいて楽しい時間です。小さなお子さんと遊んでくださるおじい様、おばあ様のボランテ

ィアスタッフ大歓迎です。 

 
「きて、みて、たのしみ、体験して学ぼ！」 

北勢、藤原 ☆放課後子ども教室ほくせい 

地域には素晴らしい知識や技を持った人がたくさんみえ、子どもたちがそんな方々に大いに学ぶ、地域の

学校です。子ども達が安心できる居場所であり体験を通しての学び自分発見仲間づくりの場であり地域に

住む人の生きがいや喜びの場です。いろいろな人が集まる社会から子ども達と共に学びます。 

 
 

「ゆっくり みちくさ でこぼこ道」 

いなべ ☆特定非営利活動法人 

    いなべこども活動支援センター 

こどもたちが安心して過ごせる居場所をつ

くり、そこでこどもたちが皆イキイキと輝

けるように、地域の人々による地域の学校

の事業を 10年以上行ってきました。こども

たちは未来です。その未来の基盤となる地域づくりと、

未来にかかわれるたくさんの大人も増えるようにがんば

っています。 

「子どもを支援するネットワークをつくります」 

桑名 ☆子ども応援ネットワーク inくわな(CCN) 

子どもたちが自ら持っている力を発揮し、希

望を持って社会で生きていけるよう、様々な

立場の人たちで考えあい、子ども支援ネット

ワークを構築したいと考えます。子どもに関

わる人たちがつながり、途切れることのない支援、応援

ができる地域をつくりたい。「その子にとっての最善」を

提供できる社会でありたい。 
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「～あなたなはだいじ～ 子どもと女性への暴力防止」 

桑名 三重 ☆エンパワメントみえ 

子どもの事件、虐待など親子の事件の発生を未然に防ぎ、加害者を生み出さないために、自分や他の人を

大切に思い、大切にする方法を身につけることが重要です。子ども、女性、障がいのある人たちなど、社

会的に力を持たされていない人たちの中にある素晴らしい力に気づき、発揮できるお手伝いをします。 

 
「お母さん一人で悩まないで！」 

桑名 ☆特定非営利活動法人 MCサポート センターみっくみえ 

核家族化が進み、情報が氾濫して、迷ったり、不安になったり、ひとりで悩みを抱え込んでいるお母さ

ん…何でも結構です！お話ください。まず、電話をかける勇気を持ってください。お母さんの子育て「何

でも電話相談」は、助産師・看護師・管理栄養士・保育士・医師など、さまざまなメンバーが、いつも

温かい気持ちでお待ちしています。 

 
「すべての子どもに安心・自信・自由を！」 

桑名 ☆ＣＡＰみえ 

ＣＡＰは、子どもたちが生きていくために必要な権利について学び、その権利を奪おうとする虐待やいじ

め、誘拐などのあらゆる暴力に心とからだと知識をもって立ち向かうことができるようになる暴力防止プ

ログラムです。ＣＡＰみえは、子どもたちに、大人たちに向けて、ＣＡＰプログラムを届ける活動をして

います。 

 
「アレルギーっ子が暮らしやすく」 

桑名 ☆桑名アレルギーっ子集まれ！ 

アレルギー児をもつお母さんたちは、毎日たいへんな思いをしています。ホッと息抜きできる場を作りた

いとの思いからこのサークルはできました。食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息などをもつ子ども

のお母さんたちが集まり、情報交換、悩み相談、雑談などをしています。アレルギー児をもつ母親なら誰

でも参加できます。 

 
「未来に、もっと笑顔を」 

桑名 ★特定非営利活動法人 

くわな発達支援塾 

支援塾の講座内容は、専門家と支援員、保

護者さまとで協力してつくりあげるものだ

と考えています。より良いものをつくるた

めには、専門家や支援員、保護者という立

場の垣根を越えて、子どもたちにとってより良い支援が

できるかを考えそして実践していくことだと思います。 

 

「大丈夫！不登校でもちゃんと子どもは成長しています」 

いなべ ☆トライアングルハーティー 

不登校を経験した子どもと親の会です。自

由参加で不定期ですが皆で集まり料理を作

ったり、おしゃべりをしたりしながら楽し

い時間を共有しています。最初は馴染めな

かった子どもたちも今では「次はいつ？」「今度は何を作

るの？」と要望してくれます。親さんも話を聞いてもら

ってよかったと言ってくれます。皆で一歩一歩ですが前

進しています。 

 
 
 
「明日を生きる君へ～伝えたい 生きる事 生き抜く事～」 

三重県 滋賀県 ☆いのちの言葉プロジェクト 

いのちの重さ、大切さを知ってもらおうと 4年前、中学、高校、大学、企業等に出向き、『命を大切にす

る教室』を始めました。いのちの灯り」の灯篭には一人ひとり輝いていた時の似顔絵とラストメッセー

ジが描かれています。 

 
 
「よその子もみんなうちの子いなべの子。思いやりつなぐ心で明るい社会」 

いなべ 東員 ☆員弁地区更生保護女性会 

いなべ市と東員町の会員で、非行や犯罪が

ない、誰もが人間らしく尊厳をもち、いき

いきと暮らせる明るい社会をめざし、更生

保護の心を伝え、更生保護の土壌を創る活

動をしています。女性、母親として、子育て支援活動を

通して地域でより健全な子どもたちが成長するように活

動しています。 

「難病・障がいは個性などではなく、能力〈権能〉である」 

桑名 ☆稀少難病の会みえ 

難病患者当事者による互いのピア(仲間)・

カウンセリングを主な目的とした団体です。

不安で孤独で、苦しみや悲しみにこころを

閉じてしまっている難病患者。希少疾患、

稀少難病の認知から、市民の人達と同じ立場で普通に暮

らせる社会の実現をめざしています。
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人 権 
GROUP:3 
 

分野別助成金総額 82.000円 

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/92
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/56
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/53
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/89
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/191
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/80
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/117
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/80
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121116enpawamentoshizi.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121106mikkumiematsuoka.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121031capmiehibino.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess3/20141124kuwanaallergiekowatari.MP3


 
 
 
 

「町中におひなさんを飾って地元を盛り上げようと、メンバーが一丸となって町おこしを行う」 

いなべ ☆はなもも会 

はなもも会は昔の阿下喜の賑わいを感じてもらい町おこしをしようと立ち上がった女性グループです。

「あげきのおひなさん」のお手伝いを始めて早、12年。今やいなべ市の春の風物詩となってきたこのイベ

ントを続けていく為にはやはり若い方の力をお借りしたいと思います。 

 
「市場が届ける体に良い食べ物」 

いなべ ☆みずほのおかげ市場 

食品というものに信用できますか？安い・

便利・うまいにつられ安心安全な食が忘れ

られようとしています。プロの農家が安心

安全にこだわって作った農産物・農産加工

品を消費者に知ってもらおうとして作った農産物直売所

です。生産者・消費者が共に語り合える直売所を目指し

ています。 

 

 

「いなべ農業物直売所 ふれあいの駅うりぼう」 
いなべ ★農業組合法人うりぼう 

美味しくて安心安全な農産物を新鮮なうち

に味わっていただきたい、そんな農家のまご

ころ、思いが集まった直売所です。四季折々

の旬の野菜や花・果物、丹精込めて作られた

農産加工品やうりぼうの施設の中で作った惣菜、和菓

子・パンなど、地元の素材にこだわった手造り商品もた

くさん販売しております。都市と農村との交流やいなべ

の地域の活性化を進めています。 

「新鮮野菜で町民交流・ふれあいの場」 

東員 ☆東員町ふらわぁ～びれっじ運営協議会 

壊すのは「もったいない」と、長年使われなかった温室にみんなで手を入れ、日曜朝市を開催。

地元の新鮮な野菜で、生産者と消費者が語り合い、交流し、ふれあえる場所へ。家庭菜園の規模

を少し大きくしたり農家の出店ができたりで、農業従事者が増え高齢者の「生きがい農業」も。

「みんな元気で、まごころ花育て!!」 
東員 ☆東員花卉くらぶ 

農協女性部の花づくりの好きな人で「東員花卉くらぶ」を立ちあげ、大きな期待と夢を乗せ、町の「緑と

花のある町づくり事業」に協力してきました。花がぽつぽつ咲き始めるころ、育ての親や自治会へとお嫁

入りしていきます。わが子の旅立ちの時です。今まで真剣に育ててきて一番うれしい時です。花づくりの

大好きな方、いつでも来てください。 

 
「交流・協働・共育の学校づくり、人づくり、里づくり」 

大安 ★石榑の里コミュニティ 

地域住民、教育関係者らが５年間５３回のワークショップで校舎建替計画を検討し「子どもは地域の宝と

して地域全体で守り育てていこう！」という地域の思いが紡ぎ出されました。地域の様々な方や団体をネ

ットワークでつなぎ学校づくり人づくり里づくりの輪を広げ、みんなが誇れる学校とふる里を目指します。 

 
 
「共生協力共助の地域づくり」 

藤原 ★立田地区 秀真（ほつま）の会 

県境の山間で、地域の児童減少を契機に、地域とはどうあるべきかを問いながら、山村留学制度を導入し、

9 年前から「人のつながり」を中心に地域交流事業を強化しています。先人が築きあげてきた地域の歴史

は大切にし、現在の社会の動きにも俊敏に反応しながら、大切にするべき事を次世代へ渡す役割です。 

 
「北勢線に乗って、沿線のキラリと光る魅力ある宝物をみんなで見つけましょう」 

桑名 員弁 ☆北勢線の魅力を探る会 

軌間７６２ｍｍ、ナローゲージで西桑名－阿下喜間２０．４kmを結ぶ北勢線。廃線の危機をひとまず乗り

越えました。私たちにできることはと考えて、半年に一度の沿線ウォーク「北勢線の魅力を探る」を開催

しています。地域の歴史や人物をたどりながらのウォークイベントで、地域の魅力を伝えています。 

 

 

 

 

 

 

〈7〉 

ま ち 
GROUP:9 

分野別助成金総額 135.100円 

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/189
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/114
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/38
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/37
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/101
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/107
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/17
http://www.miraiwork.jp/cmess/20130204mizuhookagehisiki.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20120923uribouhisiki.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20120811frawaito.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121025isigurenosatomori.MP3


「桑名特産〈蛤〉の貝殻がお雛さまに大変身!!」 

桑名 ★ぐる～ぷマダム寿々 

安藤広重の桑名宿「その手は桑名の焼蛤」から現代のご当地キャラ「ゆめはまちゃん」へと時代は変わ

っても伊勢の国「桑名」のシンボルは天下一品の「蛤」です。私達は食べたあとは捨てられる、この貝

殻たちをリメークして愛らしいお雛さまに変身させています。 

 
 
 
 
 
「生きがいづくり大学校」 

桑名 ☆シニアカレッジくわな 2018 

超高齢化社会を迎え、人口減少時代に対応する社会とまちづくりをめざす人材育成や、人生の生き方につ

いての指針を考える為、専門家に寄る解説により多くの知識を学び、少しでも地域、桑名の為に尽せる様

になるための勉強の場としていきたいものです。 

 

「健康寿命を延ばし、元気な高齢者が社会に貢献します」 

桑名 ★桑名老人クラブ 桑名分会藤が丘地区高齢者クラブ「ふじの会」 

私たちに必要なのは行動力です。見本を示す。自覚が生れる。地域福祉、高齢者福祉、独居老人の孤立

防止に取り組んで、自分たちが健康長寿である中で、元気な高齢者が社会を支えましょう！ 

 

 

「歌を通しての健康と生きがいづくり」 

いなべ ★ほんわかと 

参加者同士が一体となり、童謡、唱歌、ナツ

メロを中心に生の楽器（アコーディオン、ギ

ター、ピアノ等）の伴奏をバックに一緒に唄

います。そんな楽しい「唄って集える居場所

づくり」を目指しています。「ほんわかとタイム」にはお

茶、コーヒー、お菓子をいただきながら参加者同士の大

切な交流タイムです。 

「全ての人たちに笑顔をと夢を」 

いなべ ☆バルーンアートの会 

バルーンアートの研修会があり、その会場

に来ていた知り合いの方々にも声掛けをし

て発足しました。私たちの会はイベントへ

の出席は強制されない、しない、何しろ笑

いの多い団体です。今後もバルーンアートを通じて地域

の人に笑顔と作品作りの喜びを楽しんで頂ければと思っ

ています。 

 
「みんなで一緒に楽しく・愉快に！」 

大安 ☆大安町南金井地域サロン“宮美会” 

“宮美会”の由来は、お宮さん(神社)へ、美男美女が集まる会ということで名づけました。地

域の一人暮らしの方や高齢者の皆さんに、閉じこもり防止や介護予防などを目的に、毎月１回

に開いています。健康体操、各種ゲーム、地域の祭紹介、スタッフによる楽器演奏(三味線、

大正琴、ウクレレ)による歌の合唱などをしています。 

 

「1個の弁当で社会に温もりを伝える」 

東員 ☆わくわくボランティア 

わくわく弁当は、作り手や運び手、そして

その弁当を待っている方々と、たった 1個

の弁当に多くの人々の「わくわく」した思

いがいっぱい詰まった、そんな手づくりの

お弁当です。ボランティアで作り、月に 4

回、町内のひとり暮しや高齢者など約 40人の方々に配食

しています。 

 

「一人暮らしの高齢者の生きがいをささえる」 

東員 ☆ボランティアサークル    

わかば 

高齢者の方々が気軽に出かける

きっかけづくりやひとり暮らし

支援の集い、ディセンターでケ

アーの介助などをしています。メンバーの高齢化が悩み

の一つですけれど、私たちの活動を楽しみにしている方

が一人でもみえたら体力気力の続く限り頑張ります。 

「園芸福祉による支え合いで美しく住み良い街づくり」 

多度 ☆園芸福祉ボランティア「フラワー」 

園芸（花とかかわり）を通して交流と癒やしをもらおうと立ちあげたボランティアグループです。老人、

障害のある方とふれあい元気になってもらう事、駅前通りと多度大社前にプランターを置き、年間 3回の

花苗を植え替えて道行く人の心を少しでも癒してもらう事を望み活動しています。会員は少数ですが花の

大好きな者ばかりです。 
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高齢者 
GROUP:16 

分野別助成金総額 270.500円 

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/189
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/187
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/145
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/187
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/44
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/187
http://www.miraiwork.jp/cmess2/20131226honwakato.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess2/20140115miyabi.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121002wakuwakuboraikeda2.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121206borawakabanagai.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess4/20150623engeifukusikaturayama.MP3


「思いやりのある福祉の実行」 

いなべ ★特定非営利活動法人 ひばり 

介護の必要な高齢者や障がい者の人達が、社会の中で当たり前に生活できるように活動を進めたいと思

います。入所の方は快適で安全にデイサービスでは、作業や人と交流して、心身共に健康で生きがいの

ある生活を送っていただくように。また、交流の機会の場として、地域の行事などにも関わっています。 

 

 
「広げよう！地域のふれあい・互助の輪を！」 

多度 ☆柚井ふれあいサロン 

引きこもりがちの高齢者が外出するきっか

けとして、地域の人が誰でも気軽に集まれ

て、人と人とのつながりを大切にする場と

して有効に活用しております。保健師によ

る健康観察、レクリエーション、音楽療法、演芸、食事

会などを行っており、参加者は和気あいあいの中で楽し

いひと時を過ごしています。 

 

 

「明るく、頭をつかって、あきらめないを忘れません」 

いなべ 大安 ☆認知症ボランティア 

かのん 

認知症の方、認知症予防が必要な方々が増

えています。スリーA（明るく頭をつかって

あきらめない）というプログラムで、ひょ

っとしたら早い段階で予防すれば、認知症はくい止めら

れるかもしれない、悪化を先送りできるのかもしれない

という思いがつのり、認知症予防に取り組んでいます。 

 

「あなたが主人公です」 

桑名 ☆傾聴ボランティア みみずく 

高齢者の方に寄り添い、お話を否定せず、指図せず、ありのままを無条件に受け止めて聴かせていただき

ます。話されることにより心の負担を軽くし、自分で考えを整理し判断することができるようサポートし

ます。認知症の方や高齢者の方と同居されている介護者の傾聴もさせていただきます。 

 
「傾聴ってなに？」 

東員 ☆傾聴うさぎの会 

勉強を始めたばかりで自信がありませんが「あの人に話を聞いてもらってよかった」と言っ

てもらえるようにがんばって活動を続けていきたいと思います。 

 
 

「音楽を使って楽しく心と体のリハビリ、そして生きる歓びを！」 

桑名 ★特定非営利活動法人 なのはな音楽療法研究会 

療育音楽のテーマである「音楽を使って楽しく心と体のリハビリ、そして生きる歓びを！」をモットーに、

ADL・QOLの向上･社会参加にむけての一つの方法として音楽療法を行なっています。各種施設・学校・病院

等に出向いての支援援助や、利用者の社会参加・発表の場として音楽会、音楽療法士の育成などをしてい

ます。 

 

「やさしさと おもいやり いっぱい」 

藤原 ★和みの会 

米野地区は４０軒ほどの小さな地域ですが、

給食ボランティアをしていた仲間で出発し

ました。高齢の方は家にこもりがちですが、

心身ともに健康のために、できるだけ外に出

て皆さんと話をされる事が大切だと思います。年に４回、

７５才以上の方などと食事をしたり、ゲームをしたりし

て楽しくすごします。 

 
「みんな楽しく毎日を過ごしてほしい!!」 

桑名 ☆ＮＰＯ福祉ネット どんぐり 

みんなに「楽しい」と思ってもらいたい！

この思いが活動の原動力です。そのような

場所を提供したいと思い、サロン電車や歌

声喫茶など挑戦しながら、地域を越えた人

のつながりや観光資源の活性化にも努めています。認知

症・介護予防を中心として、子育て支援、障害児者の生

活支援と地域の福祉に貢献したいと思っています。 

 
 
 
 
 

「新しい魅力ある邦楽演奏を展開！」 

北勢地域、東員、四日市 ★現代邦楽奏団「新いぶき」 

「従来の邦楽スタイルの枠組みを超え色々なジャンルと邦楽器のセッションをして今まで

の古いくくりにとらわれない新しい邦楽を目指すグループです。 多彩で親しみやすく魅力

ある合奏演奏を展開するように努力しています。一人でも多くの方にご理解をして頂き邦

楽の普及に努めます。 
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文化・スポーツ・科学・国際 
GROUP:23 

分野別助成金総額 219.600円 

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/91
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/103
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/96
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/187
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/119
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/52
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/archive/163
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121227hibarimizutani001.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20130124yuifureaifukudome.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20120627kanonhatanaka.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess2/20131129nanohanaongaku.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20150202nagominokaihatanaka.MP3
http://www.miraiwork.jp/cmess/20121027dongurisanhattori.MP3


「ガールスカウトは、「自ら考え行動できる女性」を育てています」 

桑名☆（一般社団法人） 

ガールスカウト三重県連盟第９団 

「自己開発」「人とのまじわり」「自然とと

もに」を大切にしながら自分たちでやりた

いことを見つけ計画を立て実行することで

「いろいろなことができる自分」を広げていきます。野

外活動・ボランティア活動・季節行事・地域での行事な
どさまざまな活動を年間通じて月 2 回おこなっています。 

 
「地域に伝わる民話を紙芝居にして後世に伝えていく」 

いなべ ☆童四ツ葉会 

童四ツ葉会の四人は職種が一緒で、共に研

修をしてきた仲間です。恩返しを何かの形

でできないか相談しました。いなべ市内に

は先人が残したお宝が色々な形で残ってい

るのに残念な事にそのいわれが後世に伝わ

っていなく、そこで民話を紙芝居にして子ども達に伝え

ていくことにしました。 

 

 

 

「Enjoy running!!」 

桑名 北勢地域 ★ランナーズハイ 

初心者向けにスロージョギングという、全

く走った事がない人向けのマラソン教室

や、地元の多度山トレイルランを盛り上げ

る為に試走会を開いたりと、マラソンから

楽しくおしゃべりしながら健康になって行く仲間作りを

行っております。 基本的に Facebook上でメンバーの情

報交換を随時行っています。 

 

「大正琴演奏活動 大正琴で唄いましょう!」 

大安 北勢 藤原 員弁 ★「琴伝流大正琴」 

琴好会いなべ 宮原社中 

色々な曲にチャレンジしています。その

成果を発表会、敬老会、ボランティアそ

の他イベント等で聞いていただき、聞い

ていただいた方が喜んでいただける事

を励みとしています。大人も子供もでき

るだけ多くの方に大正琴に関心を持っ

てもらい、地域の皆様に愛される大正グ

ループでいたいと思います。 

国技大相撲と共に伝統、文化の継承」 

いなべ 東員 ☆いなべ相撲甚句会 

相撲甚句は国技大相撲と共に長い歴史を重ねてきました。花相撲や地方巡業では、お相撲さんが土俵の

上で輪になり、手拍子、足拍子の音頭だけで唄う独特の節まわしは情緒と哀愁にあふれ、素朴な唄は全

国の相撲ファンに愛され、親しまれて来ました。この伝統文化を広く普及させようと、同行の士を集い、

一生懸命練習を重ねています。 

 

「〈踊りの輪を人の和に〉を伝統と共に次世代に伝えたい｣ 

東員 ☆笹尾民踊クラブ 

好きで好きで大好きなおどりを共によろこび共に学ぼうと仲間が集いました。施設慰問をはじめて 10

年目となりました。ディサービス、グループホームで過ごされる方々、特別養護老人ホームの入居者の

方々、一人ひとりは違えど、すぐ目の前で真剣に見て下さる温かい眼差しは、扇子を持つ手が震えるほ

どの緊張感が走ります。 

 

「演劇を通しての世の世話人」 

北勢地域 ☆劇団 員弁川 

不安の多い、せちがらい世の中、つまり、

人間不信・無関心・他人事等々のこの世で、

せめて人々が集い、語り合い、（利害無関係

の）目的の共有ができる活動をすることで

す。演劇つくりの応援やサポートや、舞台公演とは別に

地域の集会所/寺社/施設等への出前公演（バラエティー

ショー）も通年やっています。 

 

 

「働きながら演劇を、わが住むほとりを開拓しよう」 

桑員 ☆劇団すがお 

この地域での演劇を通じて、人々に楽しみ

と勇気を感じてもらおうと思い、劇団すが

おを創立して半世紀を越えました。多くの

市民観客の皆さんに支えられ、今日まで活

動できました。公演回数は 500回をゆうに

超えました。作品を通じて、地球の事、家族の事、人間

のこと、社会の事業を考えていただければと思います。 

「出会いと驚き発見の場 住民参加型の新しい個人博物館の集合体」 
桑名 木曽岬 ☆桑名まちかど博物館 

個人のコレクションや匠の技を自宅や作業所で気軽に無料で観賞でき、館長さんの思いやこだわり、説

明を聞くことができる、私設博物館の集合体です。大きな意味ではまちおこし、小さな意味では博物館

に関わる一人一人が輝くのが目的です。コレクションや技を展示公開したい方、是非ご一報ください。 

 

 
「炎のイベント 窯炎と薪能 」 

藤原 ★紫の会 

紫光窯の初釜のときに薪能を開催しました。翌年、紫の会を設立し、通ってくる陶芸愛好家と、立田地

区のみなさんといっしょに、薪能をやるようになりました。「窯炎と薪能」、一緒に幻想的な空間を感じ

ていただき、地域で生まれた新しい文化を守り、次世代にも伝えつなげて行きたいと考えています。 
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「短歌文学の振興・普及」 
三重・関東以西 ★金雀枝短歌社 

1927年設立の県内で最も歴史ある短歌結社です。伝統文化として短詩型文学の振興・普及活動のため、６

０頁ほどの短歌月刊誌「金雀枝」を発行し、200 人近いが出詠しています。「個性尊重」「一人一派」で、

短歌創作を通じて人間づくりを目指しています。毎年、桑名市を中心に小・中学生の短歌を募集し、優秀

作品の表彰も行なっています。 

 

「日本の心を音楽と舞で伝える「雅楽」の普及継承活動」 

桑名 多度 ★多度雅楽会 

日本人は壮大な宇宙や独自の四季を愛で音楽や舞で表現し生きる喜びや悲しみを最高の舞台芸術として楽

しんできました。桑名は古くから雅楽を伝えてきた歴史がありこの地域だからできる雅楽を古式に習       

い再現しています。地域で育った雅楽のすばらしさを知ってもらい、伝えてもらいたいと思っています。 

 
「子供たちに地域の民謡を伝えていきます」 

いなべ 北勢 ☆あげきっ子民謡保存会 

地域に伝わる唄がニ曲あります「阿下喜小

唄」と「阿下喜音頭」です。子供たちが和

楽器にふれることで、この阿下喜の土地の

方言、習慣、風景など、日本古来のものの

良さを少しでも子供たちが読み取ってくれる気持ちを培

って行きたいと思います。 

 

 

「心を開いて世界とつながろう」 

桑名 ★桑名国際文化交流委員会 

演劇、音楽、大正琴なども含めて日本の邦

楽、美術・絵画などの文化活動で、先方の

国を訪問してアマチュアベースで交流し、

桑名でも先方の国の文化を受け入れて広く

公開することを通じて、日本の文化を外国の方に理解を

していただき、逆に、日本の人たちが外国の文化を理解

し合う、いわゆる異文化理解ということを中心に活動し

ております。 

「外国人の方のための日本語支援教室」 

桑名 ☆ASANTE SANA（アサンテ サーナ） 

日本語を学びたい外国人のための日本語教室です。ボランティアが日本語で日本語を教えています。日本

で暮らす外国の方が、「日本に来てよかったな」と思える経験が出来るよう応援しています。現在活動は

月に３回。ほんとうにたくさんの国々の方がいらしてくれています。こういった交流を持てる楽しいグル

ープです。 

 
「楽しいことを１つプラスした 英語活用の場」 

桑名 ★English +1（イングリッシュ プラスワン） 

多様な方々（国籍・性別・年代など）が、料理を作って食べながら、またお茶を飲みながらの

おしゃべりを通して、英語に親しんでいます。楽しい雰囲気の中、英語を通して自己を拓き、

他者とともに学び合うことが、多様な文化を自然体で受け入れる社会づくりにつながると考え

ています。 

 

「繋がってる桑名の千羽鶴で、出会った全ての人と繋がります」 

桑名 ☆桑名の千羽鶴を広める会 

江戸時代から伝わる桑名の千羽鶴。1 枚の

紙から何羽かが繋がって出来る鶴です。こ

の素晴らしい文化を絶やすことなく、もっ

と多くの人に伝えたいと思います。「桑名の

子どもたちへの伝承」、そして「繋がってる」と「桑名っ

て素晴らしいところだよ」とを世界中に向けて届けよう

と、鶴を主役にして自分たちの出来る活動をしています。 

 

「人形劇を見て、楽しく元気になってもらいたい！」 

桑名･県北 ★人形劇団おもちゃ箱 

自分たちが楽しく、無理なく活動できるこ

とをモットーとしています。依頼のありま

したところへ公演に出かけていきます。生

で舞台を見てもらうことで、ふれあいの場

が持て、喜んでもらえたらと思っています。一年に１回

ある人形劇フェスティバルへの参加を目標としています。

公演は、絵本の読み聞かせ、紙芝居、音楽を取り入れた

人形劇です。 

「いなべの歴史や風習を語り伝えていく」 

いなべ ☆ふるさといなべ市の語り部の会 

今も昔もかわらぬ景色や生活が、この地域にはたくさん残っています。先人の残してくれた貴重な歴史の

紹介や文化の伝承ができたらと、私たちもいっしょに歩きながら市内全域を案内しています。勉強会を中

心にいなべの歴史を学び、地道に活動しているグループです。「歴史の好きな」多くの人と一緒に、元気

に活動して行きたいです。 
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「すばらしい桑名を知ってもらうために」 

桑名 ☆桑名歴史案内人の会 

桑名へ来られたお客様や市民の皆様に、桑名のすばらしい所を知っていただきたい思いで、紹

介案内いたします。年に 2回、ウォーキングイベントを主催しています。「六華苑の樹木マップ」

や「九華公園散策マップ」を作っております。今後も、桑名の史跡、文化を紹介して地域の活

性化に貢献したいと考えています。 
 
「少年から社会人までの多世代サッカークラブ」 

いなべ  ★特定非営利活動法人 

 いなべフットボールクラブ 

地域密着の少年から社会人までの多世代で構成されたクラブとして活動しています。ジュニアチームは一

日でも長く、サッカーを続けられる体力や技量面が向上するよう、社会人チームは勝利を目指しながらメ

ンバーとの友情を培い、日常生活における仕事や勉強に活かせるクラブ作りをしています。 

 

「美意永年〈心を楽しませれば、長生きする〉」 

いなべ ☆いなべ市レクリエーション協会 

誰もが楽しめ、コミュニケーションツールとして仲間づくりにもなるレクリエーション。当会は子ども

たちとの関わりも深く、体験に伴った「あそび」から生まれるコミュニケーションは、人間形成にとて

も大切なものだと実感しています。「楽しい！」場の提供と共に「生きていてよかった！」の実感が支援

する側もされる側も感じられるような活動を一緒にして行きましょう。 

 
 
 
 
 
「わたしたち、みんなの自立」 

桑名 ☆一般社団法人 桔梗 

障がいが認定され、社会的援助を受けられるようになると、甘えてしまうことがあります。障がいがあっ

てもその人にできる事で社会に貢献することができます。就労という社会貢献によって自分自身も自信が

生まれ、生きがいを感じれるようになれると思います。就労で自立を目指す場にしたいと思っています。 

 
 

「障がい者の権利と尊厳を守る活動を行います」 

いなべ ☆障がい者支援の輪 ののはな 

障がいがあることで、暮らしに大きく制限

を受けることを周りの人が、地域の人がサ

ポートすることで改善できることは、たく

さんあります。障がい者をサポートするこ

とは、健常者の義務です。自分の生活のためでもあるの

です。障がい者や弱者が暮らしやすい社会をつくること

こそ、まさに自分たちの暮らしを良くすることです。 

 

 

「誰もが地域で自立し働き暮らせる社会を目指す」 

桑名 ☆特定非営利活動法人 

シー・ドリーム  桑パン 

誰も（障がいのある人も）が地域で自立し

働き暮らせる環境、社会を目指して設立し

ました。最初に働く場として平成 26年 5月

にあじわい全粒粉パン工房（全粒粉パン専門店）「桑ぱん」

を桑名市西方にオープンしました。国産小麦 100％でパ

ンの生地には卵・砂糖・油脂類を使用せず、生地そのも

のを味わっていただくパンなどです。 

「ひとりでも暮らしていける人を、増やしたい」 

桑名 ★特定非営利活動法人 トータルサポート スクラム 

「障害年金やこの作業所で得た収入で、暮らしていけるように」「お父さん、お母さんが安心できるよう

に」したいと、心身障害者の方がひとりで安心して暮らしていけるサポート活動をしています。食事な

どはヘルパーさん、指導員の訪問、生活していくためのケア・日常のサポートをしています。 

 

 

「しっかり働こう！そしてたのしいこともいっぱいしよう」 

桑名 ★特定非営利活動法人 みらい 

障がい者が、自立した日常生活と社会生活を営むことができる地域のなかの就労の場をめざし、毎日業

者さんから預かった仕事を納期までに仕上げたり、さをり織りやくみひもなどの自主製品を作って販売

しています。また、美術や音楽やスポーツなどの文化活動や、社会体験として工場見学にも取り組んで

います。 
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「〈弱さ〉は人を優しくします。〈思い〉は人を紡ぎます。」 

桑名 ☆特定非営利活動法人 よすが「いーばしょ」 

当事者主体の「居場所」「相談」「啓発」の活動です。もともと持っている力、生活する力、働く力を高め、

次につながるよう見守る形の支援です。また、地域に出向き、精神の病気・障がいの「体験をわかちあう

会」の事業もしています。誰もがなり得る体験談を通して、共に学び、誰もが住みやすいまちづくりにつ

ながるよう活動しています。 

 

「個人の尊厳を保ちつつ、障がいを持つ仲間達との自然なふれあい」 

いなべ ★社会福祉法人 晴山会 

いなべ市の指定管理を受けて、いなべ市障

がい者支援センターを運営し、生活介護事

業と就労継続支援 B型事業をし、障害をお

持ちの方とのふれあいの場となっていま

す。パン工房「あん」でパン・クッキーの

製造販売を行い、麺工房「はな」でいなべ産蕎麦の実を

製粉・製麺し、その麺は麺処「はな」で食べていただけ

ます。 

「地域で当たり前に、普通の生活ができるように」 

大安 ★大安町障がい児（者）を守る会 

心身にハンディーがある人も、地域で当た

り前に普通の生活ができるようになるこ

とを願い、会員同士の交流や親睦を深め、

研修で障がいの理解を深め、障害児者の思

いや願いを知り、人間として生き方を学ぶ

場にしていきたいと考えます。最近、若いお母さんが自

ら企画して、親子行事や研修会を行うようになってきま

した。 

 
「みんな仲間だ！明るく集って夢語ろ」 

桑名 ★特定非営利活動法人 夢工房 

お互いに仲間同士で支えあえるメリットや重複する現状を考え、身体・精神・知的など様々な障害を持

つ方々を受け入れ、お菓子、和紙工芸品、伊勢型紙などの自主製品の販売やバザー、クリスマスコンサ

ート、デイキャンプなどのイベントを開催しています。また、地域の子どもや高齢者とのふれあいなど

もしています。 

 
「あおむしのように、たくさんの栄養を吸収し、一人ひとりがその子らしく、はばたく日を願って」 

桑名 ☆知的障害児・者の生活を充実させる会 (あおむしの会) 

知的障害児・者親の会として通所施設の開設を目指して発足、定例会・勉強会等を通して、会員の日々の

充実に努めています。会員の一人ひとりが思いを提案・実現していける場所です。親子の日々の充実、さ

らに第２・第３の日中活動の場、将来的に、親亡き後に地域で支えられながら、 安心して生活できる場

所作りを目指しています。 

 
「共生社会のさきがけとなる みのり福祉会」 

桑名 ☆特定非営利活動法人  

みのり福祉会 

心身上障害があり、一般就労が困難な人、

社会生活が困難な人達に、日常生活や社会

生活ができるよう、生活支援や作業指導な

どの教育・訓練を行ない、生産活動その他

の活動を通じて、知識の向上やマナーの習得等、社会生

活するうえで必要な能力が身につくよう指導・訓練し、

就労の機会を提供しております。 

「ひとりで悩まないで、皆で支え合おう」 

桑名 ★桑名地域精神障がい者家族会 

    しぐれ会 

ある日突然病を宣告される家族はショック

を受け、同時に当事者を支え続けなければ

ならず、つらい気持ちをため込んでいきま

す。精神の障がいを持つ人たちが、社会で

あたりまえに生活し、家族も安心して暮らせるために、

同じ悩みを持つ家族が集まり、支え合いあい、地域社会

の理解を求め、住みよい社会をめざしています。 

 
「ひとりひとりのオンリーワンを大切にしながら 共に生きる地域に拓かれた施設をめざして」 

長島 ☆社会福祉法人 のぞみの里 

３０年前から障害のある方々の“ひとりぼっちをなくしていこう”と。家庭が障害児者を支えられな

くなった時に、ひとりでかかえこまずに相談にのってもらえる場所があったり、支えてくださる方々

がたくさん増えたら…と願っています。でも、おもいだけでは施設は運営していけません。応援して

下さい。ボランティアさん、お待ちしています。 

 
「障害者就労支援施設」 

東員 ★社会福祉法人いずみ TOINいずみ 

TOINいずみでは、障がいのある方の就労支援として、日中活動の中で、手作り味噌、米粉パン、いずみ

米などの自主製品の製造販売、施設外作業、施設内作業などを行ない、働くことの喜び・大切さを感じ、

社会性や集中力持続性を身につけるように支援しています。生活介護施設「TOINあーち」も開所してい

ます。 
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「障がいの程度にかかわらず、一人ひとりが輝いて生きる。」 

いなべ ☆社会福祉法人あじさいの家 

重度の障がいのある方が日中の活動を行うために通所している施設です。日常生活を送る

上で介助は必要ですが、そのことよりも一人ひとりが『自分らしく生きる』ことを大切に

しています。利用者のことは『なかま』と呼び、スタッフはお世話する人ではなく、同じ

空間、時間を共有する『なかま』として接しています。 

 
「細くても長く」 

東員 ☆東員点訳友の会 

読者の方から「読みました」「おもしろか

ったです」「助かりました」とお声をいた

だくと、すごく嬉しいし励みになります。

小中学校の点字教室の講師や、個人からの

依頼で取扱い説明書訳なども。また、視覚障がいを持つ

方たちとの交流会をしたり、外出サポートするガイドヘ

ルプもやっています。 

 

「アイ ラブ ユー！」 

東員 ★手話サークル ひばりの会 

メンバー全員が主婦です。手話の魅力と深

さ、そして、日本語の意味の深さを改めて

実感しています。聞こえない人と目で聞い

て、手でおしゃべりできたら楽しいです

よ！小学校や福祉祭りなどで手話教室や

手話コーラスも行っています。いつでも、どなたでも、

自由に参加できます。 

 

「聴覚障害者の情報保障ならびに福祉向上のための活動」 

桑員 ★要約筆記サークル ＫＡＣ‘ｓ 

難聴は表に出にくい障がいです。社会参加ができなかったり、不便な生活をあきらめて過ごしている人

たちが多くいます。難聴・中途失聴者に要約筆記を知っていただくことも大切な活動と考えています。

文字通訳を行うための技術習得と、聴覚障害者への情報提供保障、そして福祉向上のための活動を行っ

ています。 

 
「地域で自分らしく生きるために」 

桑員 ☆桑員バリアフリーの会 

障害のあるなしにかかわらず、誰もが地域

で心地よく暮らせるように、やさしさの感

じられる地域社会をめざし、バリアフリ

ー・ノーマライゼーションの啓発、普及を

基本理念として、施設や交通機関のバリアフリー調査や、

子ども達へのユニバーサルデザインの説明と車いす乗車

体験やアイマスク体験を行っています。 

「町のバリアを後生に残したくない」 

桑名 ★桑名マップの会 

閉塞感に満ちた時代から少しずつ解放さ

れてきてはいます、障害者や高齢者が、ご

く普通に当たり前に、いつでもどこでも社

会参加しやすい時代になったとは思えま

せん。ソフトのバリアフリー、行政の制度

としての保障を求めることが課せられていると思います。 

 
「障がいを持つ人々が地域の中で安心して暮らせるよう社会参加や自立を支援します」 

桑名 ★特定非営利活動法人 ボランティア千姫 

保健所の精神保健ボランティア養成講座を受けた仲間たちと結成しました。地域の中で生活していくた

めに、メンバーのみなさんといっしょに自主製品、廃油石けんをつくってその販売拡大に務めています。

今の場所が狭くなり新しい施設がほしいということでみんなでいっしょうけんめいがんばっています。 
 

 

「出会い・ふれあいを大切にできるお手伝いを」 

桑名 ★あかつき会 

活動はお手伝いから始まり、研修会や勉強会に積極的に参加し、お手伝いの内容、活動も幅を広げ『お

手伝いなら自分に出来そう』と仲間も増え、一人一人ができる事を選んで、責任を持って活動していま

す。 

 
「Together・ともに」 

桑名 ☆特定非営利活動法人 はあぶ工房 Together 

“カフェ＆ギャラリー”はあぶ工房 Togetherのお店に一歩足を踏み入れたとたん、訪れる人は「あ～あ、

いい香！」と一気にいやされるようです。“はあぶ工房 Together”を多くの地域の方々が利用下さり、

工房を拠点にそのつながりの輪がどんどん広がっています。 
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「子も親も障がいがあっても 幸せに……」 

東員 ☆東員町障がい児者親の会 

障がい児を持つ親や家族は、何かと孤立し孤独になりがちです。だれに相談すればいいか…その一歩が

なかなか踏み出せません。子のためには今親として何をすべきかを考え、勇気をもち、強くならなくて

は…悩みを共有し、肩の力を少しでも軽くし、次へのステップとしていただきたく思います。 
 
「笑顔をたやさず絆を大切にします」 

東員 ☆子 neの会 

私たち「子 neの会」は民生委員・主任児童

委員の OBを中心に結成されました。民生委

員の経験・知識を生かして地域との世代交

流を大切にし、布ぞうり作りなど楽しんで

ボランティア活動をやっています。発足したのが「子」

の歳であり、さらに「子」の言葉には”物事の始まり”

と言う意味があります。 

「みんな元気だ 集まって話そう」 

桑名 ☆福祉の店「わくわく」 

桑名には１５ヶ所の障害者施設があり、お

客さんの接待ができる人には、日替わりで

「わくわく」で体験を兼ねながら働いても

らうように出来たらと、この店を始めまし

た。障がい者が作ったものをたくさん販売していますの

で、お立ち寄りください。 

 
「みんなで やろまい」 

三重北部 ☆東員障がい児者友の会 

障がいがあっても出来る事・得意な事はあります。とかく家に閉じこもりがちな障がい者が、外に出て一

般の方たちと交流を図ることで、積極的・健康的な生活を送れるよう、会員は、東員町内外、障がいの有

無、年齢・性別など制約を設けず、各種団体にも所属し連携しています。 

 

 
 
 
 
「大好きな愛犬と地域を守る」 

桑名 ☆わんわんパトロール隊 『くわな歩ワン官』 

犬を飼っているからこそできるボランティアです。時間に縛られなくてもできる、負担なく、できる範

囲の地域社会貢献を目指して活動しています。各家庭の散歩の時間にちょっとまわりを見回して、子供

の見守り、高齢者の見守り、不審者への抑止力など、通常の散歩のついでにできる活動です。 
 
「ろうそくの灯りに祈りをこめて」 

桑名 ☆あかりプロジェクト桑名 

災害で失われた命の鎮魂、哀悼、被災され

た人の心情。残された人達にどれだけ力に

なれるか解かりませんが、少しでも協力し

たいという同じ思いのメンバーが、阪神淡

路大震災の追悼行事で灯すろうそくを、今年も一万個以

上作成しました。来年もその次も、どこかで、次世代に

つないでいきたいと思っています。 

 

「安心安全なまちづくり＆人づくり」 

多度 ★防災ボランティア TADO 

いつきてもおかしくない災害に対処する

ために、地域のみなさんが少しでも被害が

少なくなるように、勉強したり訓練したり

できるまちづくりをしたいと活動してい

ます。若い人にたくさん入っていただいて、地域に貢献

して活躍してもらいたいので、いっしょに勉強しながら

ボランティア活動をしていきたいと思います。 

「それぞれのメンバーが自分達の思いで自分達が出来ることをやろう」 

桑名 ★北伊勢災害ボランティア 

災害にあわれた人々への支援活動と、防災の取組みに対しての支援活動に取り組んでいます。ご近所や地

域の高齢者の方が安心して日々の生活が送れる様に、日々の暮しやお付き合いの中で支援していきます。

それぞれのメンバーが自分達の思いで自分達が出来ることをやろうという姿勢で活動しています。 

 

「災害時に必要な力を蓄えるのは平素から！」 

いなべ ★いなべ非常通信ボランティア 

私たちは災害時に「情報通信ボランティア」

として活動しています。有線・無線機器を

利用し非常事態を想定して平素から訓練や

調査を行っている団体です。日頃は、災害

などの緊急時に備えて市民レベルの有線・無線による通

信網の整備を行っています。また、行方不明者の捜索活

動の支援活動を行っています。この活動や無線に興味の

ある方、お気軽にご連絡をください。 

「災害で死なないための術を教えます」 

東員 ☆防災ネットとういん 

障害者団体への災害時に必要な支援のあり

方、防災訓練支援、自主防役員会のスキル

アップ、老人会への出前講座をし、社協と

協働で町災害ボランティアセンター運営マ

ニュアルづくりを。町内を流れる員弁川を軸に、上流域

にあるいなべ市や下流域の桑名市で活動する同種の団体

と連携協定を結びたいと思っています。 
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市民活動応援☆きらきら基金 
 

「まちを歩いていると自分の寄付の成果が見えるのがいいな」 

桑名 員弁 市民活動応援☆きらきら基金運営委員会 
 たくさんの人たちが、地域を見守り、大切に思い、さまざまに関わってくれています。そのような人

たちに感謝し、尊敬し、期待しています。ですから、身近で、小さな市民活動に、たとえ小さくても、

たくさんの人たちからの応援を伝えたいと思い、きらきら基金を運営しています。 

                                              
MEET THE MEMBER：1人の 100歩より 100人の 1歩をめざします 

〈市民活動応援☆きらきら基金運営委員〉 
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★詳しい情報・連絡先について 

各団体の詳しい紹介は、日本財団が提供する CANPANブログの「きらきら基金ブログ」からご覧いただけます。 

☆きらきら基金の団体紹介ブログアドレス   ☆きらきら基金の活動紹介ブログアドレス 
http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/    http://blog.canpan.info/miekita/ 
これらの情報は新規取材時点のものです、団体情報は毎年度更新され取材内容の記述日を掲載しています。 

団体の活動内容については、それぞれの団体に必ずご確認ください。 

 

☆各団体の連絡先は、それぞれの地域の市民活動センター、社会福祉協議会、みえ市民活動ボランティア

センターのホームページなどでご確認ください。 

まちのファンクラブ 

代表 

(特)いなべこども活動支援センター 

理事長 

(特)みえきた市民活動センター 

理事長  
(特)生ごみリサイクル思考の会 

理事長 

とういん市民活動支援センター 

センター長 

(特)みえきた市民活動センター 

理事  

(特)みえきた市民活動センター 

理事  
(特)いなべこども活動支援センター 

理事 

いなべ市市民活動センター 

センター長 

とういん市民活動支援センター 

委員長 

(特)いなべこども活動支援センター 

理事 

まちのファンクラブ 

いなべ市市民活動センター 

桑員エコリーグ 
子ども応援ネットワーク 

inくわな(CCN) 会長 

防災ボランティア TADO 

代表 

みえ市民活動 

ボランティアセンター 

事務局長 

名誉事務局長 

服部則仁 

sine 2012 
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〈corporate social responsibility〉 

 

桑名三重信用金庫 

桑名市大央町 20番地 

地域社会の一員として、地域貢献と CSRの活動に積極的に取組んでまいります！ 

 
桑名信用金庫では、全店統一清掃活動や献血、夏休み

学習室など様々な社会貢献活動に取り組んでいます。ま

た、体験学習の受入や桑員地区高校生「金融・ビジネス

マナー教室」の開催など、地域の人々とのふれあいを大

切にすると共に、青少年の健やかな成長の支援を通じ、

社会に貢献していきたいと思っております。 

 

 

 

また、桑名信用金庫は地域社会の福祉・文化の向上に

寄与することを目的に、「公益財団法人 くわしん福祉文

化協力基金」を設立し、社会福祉に関する事業、社会生

活環境の整備・保全及び美化に関する事業、文化及びス

ポーツ事業に対し積極的に助成を行っております。 

 

 

(株)ADEKA三重工場 

員弁郡東員町山田 3707-1 

相手のニーズに合わせた活動を、地道に継続していきます 

 

 弊社は、地元東員町の行政は勿論、近隣小中高等学校、

自治会を始めとする各種団体に対して幅広く CSR の活動

を展開しています。常に相手側の多様なニーズを把握し、

協力できることは何か、どの程度の対応力があるのかを

確認し、準備を行ってから実際の活動に生かしています。 

 

 又、協力対応できる実力や規模は他企業に及びません

が、永く継続させることが一番との思いでやっており、 

 

昨年は開始以来 14 年目となる近隣小学校の交通ボラン

ティアに対して、PTA 代表様より感謝状をいただくとい

った嬉しいこともありました。 

 

 弊社の CSR の取り組み活動を、皆様に幅広く知ってい

ただき、これからも相手側のニーズに合わせた地道な活

動をベースにしていきたいと考えています。 

 
(株)デンソー大安製作所 

いなべ市大安町門前 1530 

よき企業市民として積極的に社会貢献活動を推進し、社会との共生をめざします 

 

私たちは、『①環境との共生 ②安心安全な街づくり 

③人づくり(青少年育成、障がい者福祉)』の重点３分野

を中心に社会貢献活動を行っています。 

 

会社主導の主な活動として、地域防犯活動、緑のプロ

ジェクト、ECO レンジャー２１、サイエンススクール、

モノづくり体験、子ども発明クラブ支援、デンソーカッ

プサッカー、スポーツ大会・講習会の開催、アジア車い 

す交流センター(ＷＡＦＣＡ)支援、東日本被災地支援、

ベルマーク収集等の取り組みを行っています。 

 

また、大安製作所での社員の自主活動『デンソーハー

トフルクラブ大安』では、地域社会とのつながりを大切

に、美化活動や市内福祉施設が管理する梅林公園手入れ

支援、大安大橋花壇手入れ、海外救援衣料回収活動、地

域社会貢献イベント出展等、年間を通して延べ１０００

名を超える社員が活動しています。 

 

三岐鉄道(株) 

四日市市富田 3-22-83 

安心できる社会インフラとして、継続して運行していきます 

 

当社鉄道線は、「近鉄富田（四日市市富田）」から「西

藤原（いなべ市藤原町）」までの三岐線と、「西桑名（桑

名市）」から「阿下喜（いなべ市北勢町）までの北勢線を

運行する鉄道事業者です。インフラ整備や利用促進活動

など、地元市町や各種団体様にご支援とご協力を受けな

がら、鉄道事業を運営しております。 

 

鉄道は、一度に多くの人を運べる「大量輸送性」、旅行

計画の立てやすい「定時制」、マイカーに比べて事故率の

低い「安全性」、CO2 の排出量が少ない「環境優位性」、

路線があることでいつかは利用する「利用可能性」など、

社会インフラとしての位置づけが強く、地域の移動手段

としてとても重要です。今後とも継続して運行していく

ことが、私たちがこの地域に貢献できることと考えてお

ります。 
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(株)iCAP三重 COARA 

桑名市筒尾 6-10-1B102 

女性達をつなげて、より広く、より地域へ浸透できる活動を 

 

iCAP三重コアラの活動は、女性の視点・感性を重視し、

女性による制作・創作を主体とした事業を行っています。 

  

 桑名を中心とした地域には、非常に多くの女性達が、

自分の経験や技能、または好きなことを活かして、小さ

な独立活動を行っていることがわかりました。そして、

その女性達に共通していたのは、結婚、出産、子育てと

いうあわただしさあふれる生活時間の中で、なんとか自

分の時間をみつけて、自分の活動を継続しつづけている

ことでした。多くの方が、周囲の理解を得るために、 

女性として抱える様々な思いや、努力を積み重ねてい

る姿が印象的でした。 

  

 そんな女性達をつなげて、より広い活動、より地域へ

浸透できる活動を行ってゆけるのではないかと感じてき

ました。iCAP三重コアラは、桑名で経験・技術・好きな

ことを活かした活動を行っている女性達のつながり・・・

「桑名女性ネットワーク」と共に、様々な事業活動を推

進しています。 

 

東海労働金庫 桑名支店 

桑名市大央町 27-2 

働く人やその家族、地域を元気にする「生活応援運動」を使命として 

 

職場（域）から地域に目を向けると、そこには多くの

「ほっておけない」社会的課題が溢れています。これら

課題の解決に取り組むことで、働く人の生活改善、地域

の活性化に貢献できるものと考えています。 

 

 働く人の「助け合い」「支え合い」の活動を金融面から

支援し、働く人やその家族、地域を元気にする「生活応

援運動」を社会的使命としている東海ろうきんでは、課

題解決集団であるＮＰＯとパートナーシップを築き、各

種取り組み（NPO 寄付システム、NPO 育成支援助成制度、

社会貢献商品制度、NPO 事業サポートローン）を展開し

ています。 

  

また、中間支援団体を通じて寄付金と情報提供やネッ

トワークづくり等さまざまな支援を行っています。普通

預金 1件につき 10円、住宅ローン 1件につき 100円、「お

やごころ」の残高の 0.01%を寄付しています。2017 年度

は、1,556,216円を愛知県・岐阜県の中間支援団体や三重

県のＮＰＯへ寄付いたしました。詳しくは HPをご覧くだ

さい。 

 

トヨタ車体(株)いなべ工場 

いなべ市員弁町市之原 10  

～交わる・繋がる・広がる～地域の皆様とともに、環境・社会・人にやさしい企業を目指します 

 

社会から必要とされる企業であるために、地域のみなさん

から、信頼されることが大切であると考えます。わたしたち

は、トヨタ車体グループらしさを活かし、社会貢献活動の充

実に取り組んでいます。 

 

○いなべ工場での主な活動○ 

①交通安全協会と連携し、地域の方達の交通事故防止に、カ

ーブミラー清掃や交通安全立哨活動を実施 

②いなべ市といなべ市に事業を持つ企業と協同で、日頃 

お世話になっている地域への感謝の気持ちを込め、北勢線沿

線クリーン活動」を実施 

③地域の学生を対象に当社バレー部、ハンドボール部が「ス

ポーツ教室」を開催 

④工場近隣の小学校５年生を対象に社会見学の受入を実施 

⑤人と自然の共生をめざし、工場周辺の森林整備活動を実施 

⑥障がい者等の外出を支援する「移送サービス」の実施 

 

(株)金星堂 

桑名市江場 481 

端材を地域の市民活動団体に提供して、工作キットに 

 

今期 53年目を迎える、看板製作会社です。弊社は、桑

名市本社をはじめ東北、東京、名古屋、大阪、九州の各

営業所で、お客様のニーズに応じた様々な屋内外の看板

を製作しております。最近では、デジタル技術を活用し

た平面ディスプレイなども製作しています。 

 

  

 

 

 

それら看板などの制作過程で、使用しなかったシー

ト・紙菅・ボードなどの端材を地域の市民活動団体に提

供し有効活用して頂いています。その中で「子供応援ネ

ットワーク inくわな」においては、端材を組み合わせた

「鉛筆・メガネ立て」作成の工作キットを考案し、販売

しています。売り上げは団体の活動資金に充てられ大変

喜ばれています。 
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地域密着型総合広告代理店・ケーエス 

桑名市今北町 19-1 M1-203 

地域団体・個人・企業それぞれが「元気になること」が大事 

 

私は地域発展のためには、地域団体・個人・企業それ

ぞれが「元気になること」が大事だと考えています。地

域経済が活性化することにより、人々が集まり、潤い、

その人々が地域の為に活動すること。その循環によって、

地元がより文化的で楽しい街になることを目指していき

たいと思います。 

 

 主な活動としては、地域誌（フリーマガジン）の企画・

プロデュース、コミュニティＦＭラジオ局の運営などを

行っております。どちらも企業からの広告宣伝費が主た

る収入になるのですが、その媒体を使って市民団体やＮ

ＰＯ団体などのＰＲ支援を行っています。 

 

 また三重県からＪリーグを目指すサッカーチーム「ヴ

ィアティン三重」の後援会事務局の運営も行っています。

子ども達へ夢と感動を与える存在になることを目指すサ

ッカーチームの支援をするために、現在県内外 200 社以

上もの企業に集まって頂いています。 

 

(株)アサプリ 

桑名市大字安永 923  

在庫紙の有効活用と、障がいのある方と協力して「商品開発」 

 

■印刷会社における在庫紙の有効活用 

 当社は印刷会社のため、印刷時に残った紙や、紙が変

更になったため使われなかった在庫紙を、年に 1回 3月

決算時に廃棄しています。これらの在庫紙を社会貢献活

動のお役に立てたいと考えています。 

  

つきましては、色紙や白紙を保育所や幼稚園、施設な

どの子どもさんや高齢の方に A4 や B4 の規格サイズにし

てお届けします。実際に購入すると高価な紙ですが、無

料で包装してお届けしますのでご希望があれば遠慮無く

ご連絡ください。 

 

■障がいのある方と協力して「商品開発」  

 障がいのある方の絵などを活かした印刷で、障がい者

団体様の収入になるような「商品開発」も検討していま

す。 

 

桑名三川商工会 

桑名市多度町多度 871-11 

各種イベントを通じて多くの住民の方々のお役に立てる地域振興事業 

 

桑名三川商工会は、多度・長島地域の商工業の活性化を図

るとともに、各種イベントを通じて多くの住民の方々のお役

に立てる地域振興事業を展開しています。 

 

 今年第 6回をむかえる「多度山トレイルラン」は、桑名市

や多度の自然を広く知っていただくことを目的に、県内外か

ら参加される多くのランナーをお迎えし、地域のボランティ

アの方々と共に、おもてなしの心を込めて開催しています。 

 

 夏には青年部、女性部が商工会横の駐車場や多度川を利用

して「夏のフェスタ」を開催し地域の皆様に楽しんでいただ

きました。また、桑名三川商工会イベント推進委員会は、「地

域の魅力を発信する」を目的に、地域の特産、お店の商品を

販売する「マルシェ」を実施しています。国営木曽三川公園

カルチャービレッジで開催される「旨いもんまつり」をはじ

め、飲食や食料品・地域特産物を中心とした品揃えで、長島

地域は「ながしまルシェ」、多度地域は「たどうまルシェ」

を開催しました。今後もこれらの事業を通じて地域に貢献し

ていきたいと考えています。 

 

東洋ゴム工業（株）桑名工場 

員弁郡東員町大字中上 2400 

東洋ゴムグループは、一人ひとりが社会との「つながり」を意識して行動し、人と社会に求められる企業であり続けます 

 

「東洋ゴムグループ環境保護基金」を 1992年に設置。

従業員の有志からの寄付金に会社が同額を上乗せして活

動資金としています。 

 

東員町の団体では今までに、生ごみリサイクル思考の

会、東員花卉くらぶが助成を受けています。 

 

また、三重県、東員町、東洋ゴム工業 3者が協定を結

び、城山地区に隣接する森林の保全活動「TOYO TIRES 

緑のつながり・三重」を行なっています地域住民の憩い

の場となる里山の整備を目的とし、2014年～2018年の 5

年間で順次整備していきます。 

2018年 11月には従業員とその家族、約 100人でゴミ拾

いや雑木伐採を行いました。 
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(株)ほくせい    

桑名市志知 865 

地域の皆様とのふれ『愛』を大切に、毎年、報恩感謝祭を開催 

 

株式会社ほくせいでは地域の皆様とのふれ『愛』を大

切に、また、地域社会に貢献できますよう心からのお手

伝いを日々、心掛けております。 

 

 皆様の日頃のお力添えに感謝の気持ちを形に変えて、

毎年、報恩感謝祭を開催しております。 

  

報恩感謝祭では、日頃、大切にされていたお人形、ぬ

いぐるみなどのご供養をさせていただいております。ま

た、無料の屋台の出店や、野菜・果物・切花・花苗のチ

ャリティー販売等、地域の皆様に楽しくお喜びいただけ

るイベントを行っております。 

  

そして、チャリティーイベントにてご寄附いただきま

した皆様の温かいお心が、大きな力となっていきますよ

う、地元社会福祉協議会へ寄付させていただいておりま

す。 

 また、葬祭業として葬儀に関する風習や文化、伝統儀

礼を弊社会館にて展示を行い、地元文化の保存継承と伝

統文化の啓蒙活動に努めております。 

 

桑名商工会議所女性部 

桑名市桑栄町 1-1 

サンファーレ南館２階 

地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担います 

 

桑名商工会議所女性部は、地域社会の健全な発展を図

る商工会議所活動の一翼 を担い、女性ならではの感性と

思いやりの心、時代の先導者としての責任を自覚 して活

動を行っています。  

 

平成３０年度は、社会貢献事業としてケアガーデン「つ

きのこみち」サービス 付き高齢者向け住宅にて、桑名の

伝統文化である「桑名千羽鶴」の折鶴体験会を 開催しま

した。 また「くわな商工まつり」において、桑名の折鶴

体験や地場産品の販売、桑名市 内の行事の写真展示を行

い、桑名の魅力を発信しました。  

 

その他、セミナーや講習会の開催を通じて自己研鑽を

図るとともに桑名地域だ けでなく三重県内や全国の女

性会メンバーとも連携を深め、地域活性化事業に取 り組

んでいます。 今後も引き続き、豊かな感性と柔軟な発想

力を活かしながら、桑名商工会議 所・女性部・青年部が

協力して、地域活性化に繋がる事業を展開していきます。

 

(株)ヴィアティン三重ファミリークラブ 

桑名市和泉 680番地 

スポーツを通して世代を超えた触れ合いの輪を広げる 

 

ヴィアティン三重は、三重県を拠点に将来の J リーグ

入りをめざして活動するサッカークラブを中心とした、

総合型スポーツクラブです。 

【Jリーグ百年構想】 

・あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場やスポーツ

施設をつくること。 

・サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめる

スポーツクラブをつくること。 

・「観る」「する」「参加する」。スポーツを通して世代を

超えた触れ合いの輪を広げること。 

 

 ヴィアティン三重はこの「J リーグ百年構想」に賛同

し、サッカークラブの活動を通して地域社会の発展や青

少年の健全育成に貢献することをめざしています。 

 

(株)きもと三重工場 

いなべ市北勢町京ケ野新田下周囲 450 

地域の発展と繁栄に寄与する、休耕地を有効活用したお米づくり 

 

株式会社きもとは「地域の発展と繁栄に寄与うする」企業

を目指し、ヒト・モノ・コトをコネクトする人と共に成長す

る IoT関連企業へ向け、世界各国の人々とのコミュニケーシ

ョンを通じ、社会への貢献活動を行ってまいります。 

  

三重工場では、休耕地を有効活用したお米づくりを行い、

培ってきた ICTを活用して「おいしさ」も追求。収穫に感謝

し、近隣の皆様を囲んで「きもとファーム感謝祭」を毎年開

催。今期も「実りの百年米」を伊勢神宮下宮に無事奉納させ

て頂きました。 

 

また、比較的獣害の少ない「ダリア」の花・「自然薯」の

栽培にも取り組んでいます。食の関心・安全を考え、日本の

食文化を応援する、それが私たちの地域貢献活動です。 

  

休耕地の有効活動以外にも、使われていない家をお借りし、

社員の宿泊施設として活用している「きもとハウス」は社員

のコミュニケーションの場となっています。 

 2006 年からスタートした少年野球大会「KIMOTO 杯」も今

期 14回大会を開催し、多くのチームに参加していただきま

した。今夏も暑い闘いが繰り広げられます。 
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(株)宮崎工務店 

桑名市堤原 37番地          

「綺麗な桑名を目指す」人材育成から社会貢献へ 

 

宮崎工務店グループでは、経営理念に「社会に貢献す

る」という事を掲げております。 

15年ほど前より、地域清掃を毎週月曜日・金曜日朝 8:00

から 15分間行い社会貢献活動と社員教育のため八軒通

りの東西・南北に分け天候のよい日のみ短い時間ですが

地域清掃を行なっております。 

この活動でゴミをしない人材になってほしいと継続し

ております。 

他団体の清掃活動に参加していましたが 10 年前から

毎週第三水曜日 7:00より、桑名駅前の清掃活動を始めま

した。朝早いのですが社員さんの協力のおかげで昨年 10

月に 100 回目を迎える事ができ感謝しております。今後

継続できるよう皆様と共に活動してゆきます。 

(株)三重銀行 

桑名市中央町 4丁目 31番地 

「環境保全」と「次世代育成支援」を社会貢献活動の柱 

 

三重銀行は、「環境保全」と「次世代育成支援」を社会

貢献活動の柱としています。 

 

 「環境保全」については、「みえぎん まなびの森」(三

重郡菰野町内)や御在所岳山上で NPO のみなさまと協働

で定期的に植樹活動などを行っています。また、太陽光

発電システムや屋上緑化の導入、全照明の LED 化など環

境にやさしい店舗づくりを進めています。 

 「次世代育成支援」については、小学校高学年の児童

と保護者の方を対象に、お金の役割や銀行の仕組みにつ

いて学んで頂くことを目的とした「夏休み ! 銀行ワクド

キ体験隊」のほか、地域でのスポーツ振興による次世代

育成を目的に「みえぎんカップ 三重銀行杯少年サッカ

ー大会」、「三重銀行杯 三重県ティーボール選手権大会」

等を開催しています。 

 

桑名工業(株) 

桑名市大字上之輪新田 335 

支援センターと連携した、精神障害の方の継続雇用 

 

道路用コンクリート製品の製造販売を手掛けておりま

す桑名工業株式会社です。精神障害の方の工場での研修

をお引き受けしたのをきっかけに、その方たちの雇用へ

と話が進み、弊社の製造現場で働いていただくこととな

りました。 

 

 その方たちの体調などに気を遣いながら、定期的に支

援センターさんの協力を得る形で、三者で会議を持ちな

がら進めてきました。人によっては体調を気にかけなが

ら進めていくのが一進一退で、働ける時間も短い時間か

ら少しずつ延ばしてきたりしましたが、中には長期欠勤

をとらざるを得ない状況に陥る人や退社していく人もあ

りました。 

 

 それでも、お互いに焦ることなく現在、作業現場で正

社員として一名、パート一名の精神障害の方と事務所で

の事務作業に身体障害の方一名という人員と健常者の社

員でコンクリート製品の製造販売に勤しんでいます。 

 

(株)柿安本店 

桑名市吉之丸 8番地 

子ども達に食への興味を深めてもらい、食の大切さを伝える 

 

１．ネーミングライツ・パートナー 

桑名市役所とネーミングライツ・パートナー契約を締結し、

2018 年 4 月 1 日から 7 年間、桑名市営吉之丸コミュニティ

パークは「柿安コミュニティパーク」となりました。 

本名称変更を機に、更に施設利活用を促進すべく、①自主サ

ークル活動の誘致 ②地域活性化イベントの実施 等を展開

しています。 

２．エコキャップ運動 

創業 140 周年を迎えた 2011 年から、柿安全国の店舗・事務

所・工場挙げて取り組んでいます。本社１階精肉本店の入口

に松阪牛の形をした回収箱（エコモちゃん）を設置し、お客

様にもご参加頂いています。 

３．地域清掃活動 

毎月 1回、社員有志で九華公園、柿安コミュニティパーク周 

 

 

辺の清掃活動を実施しています。 

４．ジェフ愛の募金運動 

毎年 11月 1日から 12月 31日まで、主に東海地方の店頭で

実施しています。 

当募金は、（一社）日本フードサービス協会を通じ、食料援

助、障がい福祉等に役立てられています。 

５．献血協力 

昭和 62 年から始まり今年で 30 余年目となりました。2018

年からは、柿安コミュニティパーク駐車場での開催を機に、

従業員だけでなく一般の方にも参加頂いています。 

６．障がい者雇用  

2008 年 4 月から取組開始。現在は、軽作業部門の柿安ハー

トフルパートナーズほか、本社管理部門に約 40名が勤務し

ています。 
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時計・宝石 「めがね工房 ごうじ」 

桑名市南魚町 86 

桑名の千羽鶴を折るためだけに漉いた「越前和紙」の提供販売 

 

桑名市無形文化財の「桑名の千羽鶴」は、２羽から最

高９７羽の鶴を、一枚の紙に切り込みを入れるだけで繋

いでいく方法で折ります。切り残し部分をなるべく少な

くすることで、きれいな折上がりになることから、強い

紙が必要となります。越前市で桑名の千羽鶴を折るため

だけに漉いていただいている「越前和紙」を、京都で「型

染」という技法で綺麗な柄に染めた特殊な和紙を使用し

ています。 

 

「桑名の千羽鶴」の折り方を広めようと活動されてい

るグループ「桑名の千羽鶴を広める会」の皆さんは、こ

の特殊な和紙を持って講習会・教室を開催されています。

生徒さんたちが教室以外でこの和紙を買い求めることが

出来ずに、困っておられました。イベントなどで顔見知

りだった当店が、販売委託を受けることとなり、ご協力

させていただいています。店頭販売だけではなく、沖縄

から北海道まで日本全国からご注文をいただき、発送し

ています。 

  

以前の朝ドラ「あさが来た」にこの鶴が出演していま

したが、日本だけでなく、世界に羽ばたいていただきた

いものです。 

 

(株)愛晃社 

桑名市中央町 48-5 

地域の情報誌「クワナビミユ」を、毎月直接ご家庭に配布して 

 

ミユは三重県桑員地域で、５０，０００部を毎月発行

するフリーペーパーです。２０１０年の創刊以来、その

フリーペーパーとしては特異なほどの圧倒的反響が評判

を呼んできました。街角に置きっぱなしのフリーペーパ

ーではなく、当社の配布員による各家庭への直接配布、

読みやすいタブロイド版で、読者の皆さんに有益な情報

をお届けできるように努めています。 

 

 身近な方の活躍や桑員地域の歴史や観光、自治会や行

政、商店街や民間企業の取り組みを生活者目線でわかり

やすくご紹介してきたことで、年齢・性別を超えた幅広

い読者から「毎月、楽しみにしている」といったお声を

掛けていただけることは、私どもの一番の誇りです。 

 

 企業が本来の目的である営利活動と社会貢献活動を両

立していくことは簡単なことではありません。でも、こ

の先にあるべき明るい未来のために、市民の皆さんの活

動のお手伝いを微力ながら続けていきたいと思っていま

す。 

 

(株)百五銀行 

桑名市中央町 3-36 

当行と関わりのあるさまざまな側面からの期待に応える取組み 

 

当行では、「ＣＳＲ（社会からの信頼にお応えする企業

活動）」をお客さま・株主の皆さま・従業員・地域社会・

環境といった当行と関わりのあるさまざまな側面からの

期待に応える取組みと考え、法令等遵守・リスクマネジ

メントという企業体質強化はもとより、多方面にわたる

企業活動を推進しています。 

 

 例えば、銀行ならではの取組みとして金融教育活動が

あります。金融や経済の知識と申しますと、やや難しく

考えがちですが、当行では、身近で生活に役に立つもの 

 

こそが、金融経済知識だと考えています。当行の行員を

講師として、小学校や大学へ派遣したり、営業店で銀行

業務を体験いただいたりすることを継続して実施するこ

とで、銀行を身近なものと感じていただき、金融経済知

識の普及・浸透につながればと考えています。 

 

 このほかにも、当行は、環境保全活動や文化・スポー

ツ振興、地域のお祭りや清掃活動をはじめとした地域行

事に積極的に参加するなど、これからも地域社会に貢献

してまいります。 

 

瑞宝産業(株) 

三重県桑名市福岡町 384-1 

ふるさと桑名の名産志ぐれづくり職場の体験学習 

 

あさりのしぐれ煮は、昔から、桑名の名産としてよく

知られてきました。その土地土地で、名産品と呼ばれる

ものは、単にその産品が有名というだけでなく、原材料

の生産・採取や、それをつくり出す過程などに、その土

地の人々のくらしに深く関わってきています。 

 

あさりやハマグリを採取する漁師の人たちのくらしや、

時雨煮をつくる昔ながらの浮き炊きという製法などは、 

 

そのような昔からの桑名の人たちの知恵がたくさん活か

されています。 

 

 弊社では、その昔ながらの桑名の名産あさり・蛤しぐ

れ煮の製造工程を見学していただくことで、ふるさと桑

名のいにしえからの人々の姿にも想いを馳せていただけ

ればと考え、社会貢献活動のひとつとして取り組んでい

ます。 
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（株)絆 奥岡建設工業(株)   

いなべ市員弁町畑新田 560-1 

担い手不足の農業と、就労先不足の福祉との「いい関係」を求めて 

 

農業分野において、いなべの地域でも、高齢化、担い

手不足による生産者の減少に伴う耕作放棄地が増えてい

ます。また、障害のお持ちの方の働き場が少なく、働き

たくても働けない方との、農業と福祉のいい関係ができ

ないかとの思いから、平成 24年に株式会社絆を三重県北

部のいなべ市に設立しました。 

 

就労継続支援 A 型事業所として企業等に就労すること

が困難な方々に、本農園での雇用契約に基づいた就労の 

 

 

機会を提供しています。いなべ市の自然豊かな環境の下、

農作業をベースに生産から販売まで多彩な業務に取組む

ことで、「できる喜び」と「成長の実感」のある訓練・支

援を行っています。 

 

当社では、季節の野菜を、低農薬栽培を行い、地元の

直売所、スーパー、飲食店、学校給食を中心に安心安全

な野菜の販売をしております。また、農作業が困難な方

（身体障害の方）においては、施設内にて、自動車部品

の検査及び簡単な加工業務の請負作業を行っております。 

昭和印刷(株)  
桑名市安永 1251 

桑名市公認キャラクター「ゆめはまちゃん」の運営 

 

本最古と言われる「桑名の千羽鶴」を守り広める保存

会「桑名の千羽鶴保存会」に名を連ね、企業の販促用に

和紙を使って簡単な種類を折れる型紙を販売。また、企

業とのタイアップイベントで折り方指導も展開しており、

商品の全ては三重県指定障がい者就労継続支援 A 型事業

所の協力を得て製作しております。さらに、市内各企業

の協賛により桑名駅前のドット・ア・ビジョンで 49種全

種を１か月 1000 回以上放映するとともに、「折り方」の

動画を製作し紹介しました。 

 桑名商工会議所から業務委託を受け、弊社でゆめはま

ちゃんの運営を行っております。ゆめはまちゃんの活動

を通じて、全国へ「桑名市」を PRして、桑名市の魅力を

多くの方々に知って頂くことで地域活性化へ繋げます。

公式グッズとして、ゆめはまちゃんぬいぐるみを発売し

て好評を得ています。 

  

「ヴィアティン三重」は、三重県から J リーグ入りを

目指すサッカーチーム。現在、県内外に 200 社以上の企

業に集まっていただき、積極的な支援活動を行い、地元

の活性化と子供達の夢と感動を与えるため、弊社もその

運営に尽力しています。 

 

株式会社 シグマサポート就労継続支援 A型事業所シグマファームとういん 

東員町山田 2024番地 
支援センターと連携した、精神障害の方の継続雇用 

 

なんらかの障がいをお持ちの方が、一般就労へ向けて

訓練をする場所です。 

 ・毎日休ます出勤する。 

 ・挨拶をする。 

 この二つは、一般就労にするに当たり大切だと考えて 

おります。 

 なばな・玉ネギ・さつまいも・人参等を育て、地域の

皆様に新鮮でおいしい野菜をお届けできるように頑張っ

ております。 

 

桑名北ロータリークラブ 

桑名市中央町 3-23 桑名シティホテル４F 

時間と能力を傾けて、「超我の精神」で奉仕します 

 

全てのロータリークラブ会員に共通していること、そ

れは、行動をおこすことです。地域のボランティア団体

として助けを必要としている人々を支援してその広がり

は地元にとどまらず海外出も広く展開されています。 

 

 国際ロータリーはアメリカで百年以上前に誕生した世

界初の奉仕クラブ団体で、33,000以上のクラブを擁して

います。事業者、専門職、地域社会のリーダーである会

員が、地域社会のために、世界のために時間と能力を傾

けて「超我の精神」で奉仕しています。 
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桑名北ロータリークラブ 

 



 

桑名市寺町通り商店街 
桑名市北寺町 
「おいでよ！寺町通り商店街へ」 
 
寺町通り商店街で月 6回開催される「三八市」は、買物以外にも市民のコミュニケーションの場として多くの

市民の皆様にご利用いただいています。 

 

その他にも十楽市として、5 月には市内各小学校にチラシを配布し「学習体験フェア」を、7 月には桑名で唯

一残っている「夜店」を、8月には「流しそうめん」を 10月には「桑名まつり博」を、11月には「餅つき大会」

を、12月には市民活動センター主催の「サンタの行進」など、地域を盛り上げるイベントを多数開催しています。 

 

これからも老若男女様々な方が楽しく集える、温かみのある商店街でありたいと思います。ぜひ皆様も発表の

場として、またコミュニケーションの場として、寺町通り商店街を、他団体の活動にもご利用いただければと思

います。 

 

★第 4回サンタの行進：2018年 12月 23日 寺町通り商店街 

 

寺町通り商店街の佐藤さんときらきら基金の小笠原さん、川島さんを先頭

に、南口から総勢 47 名のサンタの行進が始まりました。今年もアコーディ

オン演奏付きです。子どもたちにいなべおもちゃ病院から提供いただいたお

もちゃを渡しながら、また、募金箱をもって寄付を募りながらゆっくりと行

進。いなべ総合学園高校、桑名西高校の生徒さんものぼり旗や募金箱をもっ

て行進。北口の広場で最後に、佐藤さんの挨拶。急に参加できなくなった桑

名市長に代わり挨拶文の代読、小笠原さんの締めくくりの挨拶で解散となり

ました。 

ガチャポン缶バッジ募金も日永屋さんの前でさせてい

ただきました。昨年から寺町通り商店街さんのご厚意で、

商店街、三八市で使え

る 100円券がもれなく

カプセルに入ってお

り、大変お得でした。 

今年で 4年目のサン

タの行進、寺町商店街

の皆さまには恒例と

なって、お店の前を通

ると、温かい声援や募

金箱への寄付 14,682

円をいただき、大変感

謝申し上げます。きら

きら基金の助成の原

資として大切に使わせていただきます。 

 

★ガチャポン缶バッジ募金の出展 

☆2018年 6月 17日  2018スマイルフェスタ inいなべ（北勢市民会館・さくらホール） 

☆2018年 9月 8日   TOINマルシェ（東員町中部公園）  

☆2018年 9月 22日  とういんわくわくフェスタ 2018（東員町総合文化センター） 

☆2018年 10月 28日  くわな商工まつり 2018（桑名商工会議所・女性部さんブース） 

 

★缶バッジガチャポン募金はいなべ市市民活動センターさんにて設置中！ 
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桑名西高等学校 

桑名高等学校 

いなべ総合学園高等学校 

桑名北高等学校 

津田学園 
きらきら基金 

〈全 30種〉 

 

〈新聞掲載〉 

 上：伊勢新聞  

下：中日新聞 



2018年度 シーズン 7（2018/4-2019/3）の 取り組み 

                             

★運営委員会の開催 

2018年 4月 10日第72回：いなべ市市民活動センター  ：8名 

2018年 5月 16日第73回：とういん市民活動支援センター：9名 

2018年 6月 20日第74回：とういん市民活動支援センター：9名 

2018年 7月 27日第75回：とういん市民活動支援センター：5名 

2018年 8月 28日第76回：いなべ市市民活動センター  ：7名 

2018年 9月 26日第77回：とういん市民活動支援センター：10名 

2018年 10月26日第78回：とういん市民活動支援センター：7名 

2018年 11月21日第79回：とういん市民活動支援センター：8名 

2018年 12月12日第80回：とういん市民活動支援センター：9名 

2019年 1月 15日第81回：くわな市民活動センター    ：7名 

2019年 3月 27日第82回：とういん市民活動支援センター ：9名 

 

★ 助成先・結果 ★ 

今期は、9団体 4事業 2高校に、330,800円を助成しました。 

これまでの 7年間の累計助成結果 

3大賞、104団体、32事業、4高校（活動）に 3,388,900円を助成

しました。 

 

9団体 4事業 286.800円（2019.2.9／103名・寄付投票 68口） 

2高校    44,000円（事前渡し、2019.2.9・くるくる募金） 

1大賞   100,000円（2018.2.24／127名・寄付投票なし） 

11団体 5事業428,600円（2018.2.24／127名・寄付投票 87口） 

2高校    46,600円（事前渡し、2018.2.24・くるくる募金） 

1大賞   100,000円（2017.1.21／83名・寄付投票なし） 

8団体   120,000円（2017.1.21／83名・寄付投票なし） 

10団体合計 228,300円（2016.11.26／120名・寄付投票 83口） 

8事業   240,000円 (2016.2.20／106名・寄付投票なし) 

10団体    237,200円 (2015.12.13／102名・寄付投票 77口) 

1大賞   100,000円（2015.2.22／96名・寄附投票なし） 

14団体 8事業549,300円（2014.11.24／120名・寄付投票 69口） 

17団体 3事業398,900円（2014.2.22／120名・寄付投票 80口 

20団体合計 320,800円（2013.3.9／140名・寄付投票 98口） 

13団体合計 188,400円（2012.6.16／72名・寄付投票 67口） 

 

★2019年2月 9日 第 11回きらきら基金助成事業 

9団体に 166,400円（2018.2.9／103名・寄付投票68口） 

★団体助成 9団体 総額166,400円 

☆おさんぽの会ててて               25.500円 

☆発達支援・子育てサポートこのて             24.400円 

☆わんわんパトロール隊「くわな歩ワン官」     15.100円             

☆ASANTE SANA                   21.500円 

☆おもちゃ病院くわな               18.500円 

☆いなべ自然楽校（イナスク）           25.300円    

☆子育てわかば会                 23.400円             

☆一般社団法人 桔梗                3.000円           

（プレゼンなし、当日寄付のみ） 

☆市民活動応援☆きらきら基金運営委員      10.100 円

（当日寄付のみ） 

 

★特別賞（副賞・助成なし） 

☆いなべおもちゃ病院 

☆東員点訳友の会 中村なるみ  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

★4事業に120,000円 (2018.2.24／83名・寄付投票なし) 

パートナー事業助成 4事業（各 30,000円）総額 120,000円 

☆「膨らませて盛り上げようあげきのおひなさん」事業 

バルーンアートの会 – はなもも会 

☆「防災グッズつくりで防災啓発」事業 

  ガールスカウト三重県連盟第 9団 – 桑名ハンドメイドの会  

☆「LEDでいのちの灯りをともす」事業 

 いのちの言葉プロジェクト – 三重県立桑名工業高等学校  

☆「人形劇を鑑賞する会」事業 

  障がい者支援の輪ののはな – 社会福祉法人あじさいの家 

★高校生の地域貢献活動助成 

１校20,000円（7月頃助成）、くるくる募金各 2,000円 

☆桑名工業高等学校「学校や地域のイベントでの出前事業」 

☆津田学園高等学校「校外美化活動の実施」 

 

★ 12/23 サンタの行進 ★ 

2018年12月23日(日)午前中、三八市でにぎわう寺町通商店街を、

市民活動団体さん、高校生の皆さん、各担当の皆さんでサンタさ

んの恰好をして 47名で行進しました。 

佐藤博之寺町通り商店街振興組合理事長、小笠原まき子きらきら

基金代表,川島浩きらきら基金副代表の3人を中心に、250メート

ルほどのアーケードの下を、市民活動応援☆きらきら基金や市民

活動・NPO 月間の幟をいなべ総合学園高校、桑名西高校の生徒さ

んにも掲げてもらい、歩きました。途中いなべおもちゃ病院さん

から提供していただいたぬいぐるみや、サンタの帽子を子どもた

ちにプレゼントしました。 

日永屋さんの前ではガチャポン募金も行い、今年も寺町通り商店

街さんのご厚意で、商店街、三八市で使える 100円券がカプセル

の中に入っていました。当日、募金箱には 14,682円の寄付を、ガ

チャポン募金の売り上げは 6,300 円でした。急遽参加できなくな

った桑名市長に代わり挨拶文の代読、小笠原さんの締めくくりの

挨拶で解散となりました。 

 

★ まちのかわらばん ★ 

2018年6月より2019年4月まで4回の発行、かわらばん（A4版 2

ページ 白黒）と、特大号（A4版32ページ４色カラー）を発行・

配布・配信しました。発行部数はのべ 7200部ほどになりました。 

☆2019年4月号          1500部発行 

まちのかわらばん 2018年春特大号 

 「135団体の紹介・29の企業の社会貢献紹介」他 

出口保男さん 

中村なるみさん 



☆2019年4月 1日号(第105号)   1900部発行 

 「第 11回市民活動応援☆きらきら基金助成事業、第6回企業社

会貢献発表の報告」他 

☆2018年10月10日号(第104号)  1900部発行 

 「桑名・員弁の身近な市民活動を応援する 

第 11回きらきら基金助成事業、サンタの行進開催の案内」他 

☆2018年6月 1日号(第103号)    1900部発行 

 「市民活動応援☆きらきら基金シーズン 7  

第 3回休眠預金活用法学習会案内」他 

  

★ 休眠預金活用制度学習会の実施 ★ 

2018年7月19日、くわなメ

ディアライブにおいて、第 3

回休眠預金活用制度学習会

を開催しました。第 1 部で

は「認定 NPO 法人シーズ・

市民活動を支える制度をつ

くる会代表関口宏聡氏」と

「公益財団法人佐賀未来創

造基金理事長山田健一郎氏」

による基調講演を行いまし

た。関口氏は「休眠預金活

用制度と NPO支援」と題して、地域の基金が持つべき視点につい

て、分配団体に求められるのは単なる「分配」ではない、本業を

しっかりやっていく中で、現場の団体との関係性を強化していく

ことが大切だと話されました。また、それぞれの団体が「休眠預

金依存」にならないために、「個人寄付」や「企業寄付」、今急速

に広がりつつある「遺贈」と「相続財産寄付」などのファンドレ

イジングに取り組み、認定 NPO法人としての優遇税制もフル活用

して、遺産の地域還元に寄与することが必要であるということで

した。 

山田氏の講演では、「NPO・市民活動を活発にする地域の基金を考

える」と題して、佐賀来創造基金の多彩な「助成プログラム」を

ご紹介頂きました。また、「寄付の参加」においても、スマホでで

きる支援、乾杯チャリティーなどの飲む支援、ふるさと納税など

の多彩なファンドレイジングを行っていることや、「多彩な志民の

参加メニュー」として、市民が自分の時間を使って基金の参加に

関わることができるプログラムについてお話しして頂きました。 

その後の対談では、地域の団体の皆さんの関心事である、どうや

って休眠預金の恩恵を受けることができるのか、どこへ応募して、

どんな流れで入ってくるのかということについて、 

予測を交えて情報交換を行いました。また、課題の解決に取り組

んでいる「地域の団体」を支援するための助成プログラムを組み

立てる手法について、実例をもとに、必要なプロセスなどを話し

合いました。 

続いて、みえきた市民活動センターの新しい試みとして、課題解

決に取り組む団体の活動を体験する「シるミるカフェ」を行いま

した。今回は CAPみえ代表の志治優美氏にお世話頂き、CAPみえさ

んが学校などで子ども達や保護者に向けて行っているプログラム

を、会場の参加者に体験してもらいました。会場からは、このよ

うな活動があることを初めて知った、子どもの気持ちが少し分か

ったような気がする、などの声が寄せられました。 

 

★ 第9回桑名員弁地域円卓会議 ★ 

2018年 7月 19日、「第 3回休眠預金活用制度学習会」の第 2部討

論会として、第 9回桑名員弁地域円卓会議を開催しました。「NPO・

市民活動を活発にする地域の基金」を議題に、地域における基金

の役割や意義を再確認し、支援者を広げる方法などについて、意

見交換を行いました。寄付やボランティア・プロボノなど、様々

な形で活動に関わる人を増やすには、社会課題の解決に取り組む

NPOや市民の活動の「価値」を示していかなければならない。NPO・

市民活動を社会の中にどう位置付けていくか、ということが重要

になる、という新たな課題が示されました。 

 

コーディネーター 認定NPO法人シーズ代表理事 関口宏聡 

委 員：9名 (敬称省略) 

☆エンパワメントみえ 代表 志治優美  

☆NPO法人太陽の家 代表 対馬あさみ 

☆公認会計士/税理士 黒田朱里 

☆(株）デンソー大安製作所 総務部 森浩子 

☆(株)三十三総研 総務部長兼調査部主席研究員 先浦宏紀 

☆行政書士/パソコン要約筆記サークル「ことのは」代表 加藤 等 

☆いなべこども活動支援センター理事長 木下裕美子 

☆認定NPO法人みえきた市民活動センター理事長 近藤順子  

☆きらきら基金運営委員会 事務局長 白尾豪紀 

アドバイザー 公益財団法人佐賀未来創造理事長 山田健一郎 

 

★ 市民活動団体取材 ★ 

今シーズンは、2018年6月より2019年3月までの間に、新たに 6

団体の訪問取材を行いました、活動休止の団体もあり、ホームペ

ージでの紹介は 135団体になりました。代表の交代など、随時情

報については更新してお知らせします。 

★新規取材団体 

☆おさんぽの会ててて 

☆発達支援・子育てサポートこのて 

☆わんわんパトロール隊「くわな歩ワン官」 

☆いなべ自然楽校（イナスク） 

☆一般社団法人 桔梗 

☆現代邦楽奏団「新いぶき」 

 

★ 企業の社会貢献活動 ★ 

2019年2月9日、第 11回助成事業の中で、1時間ほど、企業や経

済団体など、経済関連の 26の組織に企業の社会貢献活動の展示を

していただき、内 3つの組織の皆さんに活動の内容を発表してい

ただきました。これらの発表に三十三総研の先浦宏紀様から講評

をいただきました。また、4 企業にも社会貢献活動アピールをし

ていただきました。 

★2019年2月9日第6回企業の社会貢献アピール事業 (第11回助

成事業 桑名市市民活動センターの中で行う) 

(展示26社、★印は発表☆印はアピール)  ☆(株)デンソー大安製

作所、★桑名市寺町通り商店街、三岐鉄道(株)、トヨタ車体(株)

いなべ工場、東海労働金庫、 ☆(株)きもと三重工場、ケーエス、

桑名三川商工会、(株)宮崎工務店、☆(株)アサプリ、☆ (株)ほく

せい、☆(株)ヴィアティン三重ファミリークラブ、★桑名商工会

議所女性部、 (株)金星堂、桑名工業(株)、☆(株)三重銀行、 

桑名北ロータリークラブ、めがね工房 ごうじ、★(株)百五銀行、

(株)愛晃社、瑞宝産業(株)、（株）三五三重三重工場、東洋ゴム工

業(株)桑名工場、（株）柿安本店、シグマファームとういん。 

 

★2018年 2月 24日第 5回企業の社会貢献アピール事業 (第 10回

助成事業 員弁コミュニティプラザ集会室の中で行う) 

 

(展示26社、★印は発表☆印はアピール)  ☆(株)デンソー大安製

作所、★(株)ADEKA 三重工場、三岐鉄道(株)、☆トヨタ車体(株)

いなべ工場、東海労働金庫、★(株)きもと三重工場、ケーエス、

桑名三川商工会、(株)宮崎工務店、☆(株)アサプリ、 ★(株)ほく

伊勢新聞掲載 



せい、☆(株)ヴィアティン三重ファミリークラブ、★桑名商工会

議所女性部、 (株)金星堂、桑名工業(株)、(株)三重銀行、 

桑名北ロータリークラブ、めがね工房 ごうじ、(株)百五銀行、(株)

愛晃社、☆瑞宝産業(株)、(株)絆・奥岡建設工業(株)、東洋ゴム

工業(株)桑名工場、（株）柿安本店、日本政策金融公庫、シグマフ

ァームとういん。 

 

★2017年1月21日第4回企業の社会貢献アピール事業 (第9回助

成事業 くわなメディアライブの中で行う) 

 

(展示 23社、★印は発表☆印はアピール)  桑名信用金庫、★(株)

デンソー大安製作所、☆(株)ADEKA三重工場、☆三岐鉄道(株)、☆

トヨタ車体(株)いなべ工場、☆東海労働金庫、☆(株)きもと三重

工場、ケーエス、桑名三川商工会、(株)宮崎工務店、(株)アサプ

リ、 ★(株)ほくせい、(株)ヴィアティン三重ファミリークラブ、

★桑名商工会議所女性部・青年部、(株)金星堂、☆桑名工業(株)、

(株)三重銀行、★桑名北ロータリークラブ、めがね工房 ごうじ、

(株)百五銀行、(株)愛晃社、☆瑞宝産業(株)、(株)絆・奥岡建設

工業(株)、東洋ゴム工業(株)桑名工場。講評は NPO 法人ボランタ

リーネイバーズ理事中尾さゆりさん 

 

★2016年2月20日第3回企業の社会貢献アピール事業 (第７回助

成事業 桑名市多度公民館の中で行う) 

 

(展示 26社、★印は発表も)  桑名信用金庫、(株)デンソー大安製

作所、(株)ADEKA三重工場、三岐鉄道(株)、★(株)iCAP三重COARA、

トヨタ車体(株)いなべ工場、東海労働金庫、(株)きもと三重工場、

★ケーエス、桑名三川商工会、(株)アサプリ、★(株)アイカン、(株)

ほくせい、(株)ヴィアティン三重ファミリークラブ、桑名商工会

議所女性部・青年部、(株)金星堂、(株)柿安本店、★桑名工業(株)、

(株)三重銀行、★桑名北ロータリークラブ、めがね工房 ごうじ、

(株)百五銀行、(株)愛晃社、瑞宝産業(株)、(株)絆・奥岡建設工

業(株)、昭和印刷(株) 

 

★2015年2月22日第2回企業の社会貢献活動アピール事業 (第5

回助成事業 桑名市総合福祉会館の中で行う) 

 

(展示 11 社、★印は発表も)  ★(株)ヴィアティン三重ファミリ

ークラブ、★ＫＩＭＯＴＯ（(株)きもと三重工場）、★(株)百五銀

行、★桑名北ロータリークラブ、桑名市商店街連合会青年部、(株)

デンソー大安製作所、トヨタ車体株式会社いなべ工場、桑名信用

金庫、(株)三重銀行、桑名商工会議所、瑞宝産業株式会社。これ

らの発表に、高校生がそれぞれ感想や質問をしました。 

 

★2014年2月22日第1回企業の社会貢献活動アピール事業 (第3

回助成事業 桑名市総合福祉会館の中で行う) 

 

(展示 9 社、★印は発表も)  ★(株)デンソー 大安製作所、★ト

ヨタ車体(株) いなべ工場、★桑名北ロータリークラブ、★桑名商

工会議所、★百五銀行 桑名支店、 (株)三五三重 三重工場、瑞宝

しぐれ(株)、桑名信用金庫、三重銀行。講評は、特定非営利活動

法人津市民活動サポートセンター理事長の川北輝さん 

★ 高校生の地域貢献活動助成 ★ 

2019年 2月 9日、桑名メディアライヴ 2F桑名市市民活動センター

で行った第 11回助成事業で、「地域社会の維持や発展のために高

校生の地域貢献活動を促進する」として、「高等学校地域貢献活

動助成」に応募され助成があった 2校、県立桑名工業高等学校、

津田学園中学・高等学校から地域貢献活動の発表がありました。 

桑名工業高等学校は、学校の理念に基づき、「ものづくりの楽しさ

に興味をもってもらう」活動で企業の鋳物体験教室の手伝いや、

地域の小学校などで缶バッジ、鉄コマ作りの楽しさを伝える出前

授業の活動について発表がありました。 

津田学園高等学校はボランティア部が障がい者施設、子育てフェ

スタの手伝いなどの活動、美化委員と生徒会が中心に全校の 20～

30％が美化活動に参加することで美化意識を高め、良い環境作り

になるのではないかとの発表がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

★ご寄附の状況 ★  

きらきら基金へのご寄付の累計（助成原資等） 

2011.10～2019.3  1023口 3,957,443円 

第11回きらきら基金助成事業でのご寄附額(2018.6～2019.3) 

期中のご寄附      40口  128,819円 

寄附投票によるご寄附  68口  64,000円 

くるくる募金     4,000円 

合計109口  196,819円 

 

前期繰越助成原資のご寄附額  722,126円 

今期ご寄附合計額    109口 196,819円 

今期助成額 9団体4事業 2高校  330,800円 

     次期繰越助成原資(H31.3.31) 588,145円 

 

募金箱は 1口として算出しています。他に、コーヒー寄附、遣い

損じ葉書・未使用切手寄附、運営費へのご寄附などもあります。

これらを含め、印刷原稿入稿時と実際の決算末日とでズレがある

などのために、正確な数字は、年度末決算（2019.5.31）の後あら

ためて認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センターのホー

ムページなどで報告させていだだきますので、ご確認ください。 

 

★ カエル・こぶたの募金箱 ★ 

募金箱は、今年度 50個設置いただきました。 

募金箱設置にご協力いただきました、団体、企業、店舗、施設、

個人、担当者の皆様ありがとうございました。 

〈募金箱設置ご協力先：順不同〉 

東員点訳友の会、（農）うりぼう、いなべ市在宅介護者家族の会

「だいふくの会」、みずほのおかげ市場、大安町南金井地域サロ

ン宮美会、Ｃｏｔｏ ｃｏｔｏ、（特）くわな子どもネット、㈱

金星堂、瑞宝産業(株)、㈱清花園、（有）すし道場、立松正子、

㈱一中、㈱小林結納店、シモエダエンジニアリング㈱、サロンチ

ャーム、㈱三重物産、㈱北勢観光サービス、㈱小林薬局、 桑名

三川商工会 多度本所 長島支所、桑名商工会議所、東員花卉く

らぶ、ふらわぁ～ビレッジ運営委員会、紫陽花倶楽部、生ごみリ

サイクル思考の会、北勢線の魅力を探る会、いなべ市市民活動セ

ンター、いなべこども活動支援センター、めがね工房 ごうじ、

カフェアタント、山びこ、とういん市民活動支援センター、東員

町中部公園、東員町体育館、東員町総合文化センター、水谷三枝

子、神楽、永餅屋老舗、Nanairo珈琲、（株）アサプリ、（株）ア

オイ、（株）一中、 美建総業（有）、ケーキあまいちもん

め、貝塚カメラ、（株）トモエ、れすとらん あずまや、北勢地

域づくり研究会、リバーズランドスケープデザイン（敬称省略） 

To be continued. 

三重県立桑名工業高等学校 津田学園高等学校 



 

★ ガチャポン寄付 ★ 

今シーズンも市民活動応援☆きらきら基金の募金活動のひ

とつとして、桑名員弁地域にある高校から募集したデザイン

で 30 種類の缶バッジ入りのガチャポン型募金を実施しまし

た。参加高等学校は、三重県立桑名西高等学校、三重県立桑

名北高等学校、三重県立桑名高等学校、三重県立いなべ総合

学園高等学校、津田学園の 6校になりました。缶バッジをガ

チャポンの機械に入れて 100円で販売したところ、4シーズ

ン合せて 672個の販売数になり、たくさんの皆さまにご支援

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市町のフェスタに出展し、子どもたちを中心に寄付体験

をしてもらっています。おおむね 1個 100円につき 40円を

市民活動の助成原資にすることができそうです。 

ただし、カンバッチ製造個数 920個を完売してはじめてこの

収益が確保できるので、消耗品・手間などの原価計算をした

上で、決算時にガチャポン会計として、別途報告させていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センターが 

主催者のひとつですので、ご寄附いただきますと、一定 

の要件のもとで所得税の税額控除を受けることができます。 

★市民活動応援☆きらきら基金への寄付口座 
口座番号 ゆうちょ銀行 00800-8-198866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの寄付体験 

ガチャポン募金 くるくる募金 

名称 ： まちのかわらばん 2019年春特大号 

編集 ： 市民活動応援☆きらきら基金運営委員会 
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木曽岬町、三重県、桑名商工会議所、桑名三川商工会、 

桑名市社会福祉協議会、いなべ市社会福祉協議会 
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所在地・連絡先： 

市民活動応援☆きらきら基金運営委員会  

 〒511-0088 桑名市南魚町８６ 

特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター内 

   TEL 0594-27-2700 FAX 0594-27-2733 

   E-mail：info @ mie-kita.gr.jp 

http://blog.canpan.info/miekita/ 

   http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/ 

Editorial Desigh：人見知りなあまのじゃく 

(特)みえきた市民活動センターは 

2024年 3月 30日まで 

認定更新が決定しました。これからも、 

市民活動応援☆きらきら基金の 

応援よろしくお願いいたします。 

To be continued… あ～ちゃんのて（いなべ市）ときらきら基金のコラボ 

http://blog.canpan.info/kirakiraboshi/


 

 
 

 

助 成：20.000円 

次年度のエントリーへ 

Beginning. 

 
 

 

助 成：当日寄付投票額 
   ＋助成資金按分額   

当日、くるくる募金に 
よる追加助成があります 

 

 
次回、以降のきらきら基金助成イベントで 
助成金の用途、活動内容など報告します 

 

 

 

一度【団体助成】受けた方は【パートナー事業助成】
にエントリーができます 

 
 

 

助 成：30.000円 

Do They Know It’s.   

市民活動団体の方は 
（法人格は問いません） 

高校生の方は 
（一学校一グループの社会貢献活動に限られます） 

きらきら基金の 
仲間になります 

きらきら基金の仲間でない方にもきらきら基金の仲間と 

【パートナー事業助成】ができます 

社会貢献活動を 
記入してエントリーします 

 

【団体助成】 
委員会からの取材を受けます 

（質問紙の回答、写真撮影、音声録音など） 
 

協働事業内容を 
記入してエントリーします 
 

委員会で審査 
団体情報（取材内容）を 
ホームページで公開します 

 

委員会で審査 

きらきら基金助成イベントでの 
活動内容、実績等をプレゼンテーションをします 
 

 

きらきら基金助成イベントでの 
社会貢献活動の 
内容発表をします 

 

きらきら基金から助成を受けるには 

【団体助成】は市民活動団体の方に寄付投票の形式で多くの皆様からの応援と寄付を届けるものです。 

【パートナー事業助成】は他の組織・団体と「協働して行う事業」への定額の助成です。 

★助成金額は過去の実績です、変更になる場合もあります。   

助成金の内容、エントリー等、詳しくは運営委員におたずねください！ 

（桑名、員弁地域の市民活動団体、高等学校に限られます） 



桑名・員弁地域の身近な企業、団体の社会貢献活動も紹介しています〈敬称省略・順不同〉 
 

Network women’s abilities 

桑名北ロータリークラブ 

 

Think of Phase 
 

5 NEXT    YEARS 

このまちのくらしをとても大切に思います。        

思いやり、やさしさ、あたたかさ、 

ほのぼのとした空気。 

時はながれても、変わらない 

ふるさとでいたいと思っています。 
 

子どもたちが安心して育ち、 

大人たちがたしかに見まもっている。 

そんな人と人のつながりが 

見えるまちで 

あり続けたいと思います。 

 

ありがとうございます。   
あなたの応援が、 
このまちの 
そんな人たちを 
支えてくれています。 

 

市民活動応援☆きらきら基金へのご寄付は税の優遇があります。 
ゆうちょ銀行 00800-8-198866市民活動応援☆きらきら基金 

 

Ta
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e 
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