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新型コロナウイルスによる影響のアンケート結果
とういん市民活動支援センターでは、5 月 13 日〜6 月 19 日まで、新型コロナウイルスによる
影響について電話で聞き取りを行いました。登録 70 団体中 67 団体が回答してくださいました。
ご協力いただきありがとうございました。

とういん市民活動支援センター広報
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新型コロナウイルスの影響として、野外の活動を行っている団
体以外はほとんどの団体が、会場が取れないなどの理由で休止を
余儀なくされました。そんな中、ガールスカウト三重県連盟は医
療従事者向けにメッセージを作成し、フェイスブックで発信して
いました。また、オカリナ合奏グループ「カンターレ」や YY フラ
＆ウクレレグループは、グループラインのビデオ通話機能を使っ
て練習をしていると聞いて、工夫すればいろいろなことができる
と参考になりました。
不安なこととしては、コロナがいつ収まるのか、マスクをつけての活動は息苦しい、子育て支援の
団体からはコロナに対する対応をどうしたらいいか、また、出前活動や発表会ができない中メンバー
のモチベーションを保つのが難しい、などが寄せられました。
市民活動支援センターへの要望は、オンラインに関するサポート、リモート会議の講習開催、町行
政の状況を分かりやすく発信、活動発表の場の提供、団体の普段の活動を具体的に発信、アルコール
消毒液や非接触体温計の貸出、などがありました。
コロナ禍での活動の在り方としては、2 グループに分けて練習、時間の短縮、スクリーンを使って
の読み聞かせなどがありました。その他多かったのが、ネットでの動画配信、リモートでの活動や会
議などを進めていきたいという意見でした。

いのちの言葉プロジェクト

伝えたい

生きぬく事

気力もなくしたが「あなたの死を無駄にしない」と心に刻み、「誰もが被
害者にも加害者にもなってはならない」そんな思いから、命の大切さを
多くの人たちに知ってもらう活動が６年前から始まりました。
中学、高校、大学や企業に出向き「いのちの授業」を行う中で、もっ
と小さい時から命の大切さを知ってもらわなければと気づき、3 年前か
ら小学生向けに人形劇を上演しています。
また、不幸にも亡くなった子どもたちの一人ひとりが輝いていた時の
似顔絵とラストメッセージが描かれた灯篭を展示する「いのちの灯り
展」も行っています。
今では、この活動に多くの方から共感をいただき、活動エリアは県内
全域から滋賀県にも及んでいます。

【 いのちの灯り展 】 開催日 11 月 28 日（土）

とういん市民活動支援センターでは、団体内で会員同士がオンラインの
ツールを使い、情報交換ができる方法を提案しています。
団体や町民の方に、アプリのダウンロード、ソフトの取り方から会議の
開き方、会員へのお知らせの方法など、個別にご相談に応じます。
ご希望の方は、当センターまでご連絡ください。
※相談会は第３講習室で WEB につないで説明します。事前に申し込みをお願いします。
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9：00〜17：00） FAX

生きる事

家族を交通事故で失うという最大の不幸を経験し、しばらくは生きる

〜 オンライン 活用支援 〜 個別相談事業を行います。
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一人ひとりが豊かに暮らせる地域社会の実現をめざして
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所 桑名市大山田コミュニティプラザ
いのちの言葉プロジェクト ☎0594-76-7338（鷲見）

「小さいうちから、命の大切さを大人たちが伝え育てていかなければならない。
」
と小学生対象の人形劇を上演する活動をしている鷲見さんにお話をお聞きしました。
小学校から人形劇（しあわせの種）の上演の依頼が入ると、私たちの

0594-86-2854

グループメンバーは日程を調整して駆け付けてくれます。特に父役・
母役・姉役の方は、毎回参加をしてくれています。本当にありがたい
です。
観劇した子どもたちの感想は、命の大切さを確かに感じとってくれ
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ていますし、その感想が私たちの元気の源になっています。
この人形劇を基に 2 年前から絵本の作成を始めました。小学校低学
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至桑名

至いなべ

年の子ども向けに何度も修正を重ね、子どもが理解できることばで書
きました。この絵本は私の最後の仕事として手掛けました。
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鷲見三重子 さん

「いのちの尊さは小さい頃から育まなければならない」との信念を持
つ鷲見さんから発せられる言葉の一つ一つをお聞きして、相手を思い
やる優しい社会が広がっていくことを望まずにはいられません。それ
を育てるのが私たち大人の役目だと改めて感じました。

メンバー募集・活動紹介

急 募！

メンバー募集・活動紹介

一人暮らしの高齢者へのお弁当配達ボランティア募集
わくわくボランティア

わくわくボランティアは、東員町在住の一人暮らしの高齢者（食事が作れない方）に、手作りの弁当を届けてい
ます。お届け先の方と会話を楽しみ、安否確認をしています。
お弁当を届けるお手伝いをしていただける配達員を募集しています。

会員
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〜読み聞かせ：聴く楽しさ・
声に出すよろこび〜
図書館、小学校、幼稚園、保育園、子育て支援セ
ンターで絵本の読み聞かせなどを行っています。
定例会 第２・３木曜日 9：30〜11：30
場 所 東員町ふれあいセンター
＊別途、基礎講座も行っています
会 費 1,000 円 / 月
※要ボランティア保険加入（350 円 / 年）

いなべ自然楽校では、北勢町青川沿いに子ども達
のミニキャンプ場を整備しています。近くにはバイ
オトイレを完備しました。植物観察や自然体験、川
遊びなどに活用してください。
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紫陽花倶楽部の活動報告

会員
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こんな時ご利用ください
・保育園や幼稚園、小学校、学童保育所の開始前、または終了時に子ども
の預かり
・習い事、保育園や幼稚園、小学校、学童保育所までの送迎
・土曜、日曜日、祝日などの子どもの預かり
・冠婚葬祭など、子ども同伴の外出が困難な時、リフレッシュ……など
いざという時のためにご登録ください
依頼会員をサポートする有償ボランティア援助会員も募集中！
問

紫陽花倶楽部

☎0594-76-7326（上西）

目が不自由な方のために、本を点字に訳す作業を行っています。本だけでなく、FM
三重のタイムテーブルや、駅の時刻表、教科書など依頼があれば対応いたします。
また、1 年に 1 冊、町内及びいなべ市の小中学校に点字冊子を届ける活動をしています。
今年は、絵本「とべ！ちいさいプロペラき」
（右写真）の点字冊子を届けました。
希望者に配布いたします。（とういん市民活動支援センターに見本があります）
興味のある方はご連絡ください。
申

とういんファミリー・サポート・センター
（みなみ保育園・三和幼稚園内）
☎0594-76-2123

〜紫陽花の挿し木体験〜

東員点訳友の会
今年の点字冊子は、絵本「とべ！ちいさいプロペラき」

問

子どもは元気なのに
学級閉鎖。何日も仕事
が休めない

東員ストレッチ練功
☎0594-32-4045 ( 新井 )

6 月 21 日（日）中部公園にて、あじさいの挿し木体験がありました。
コロナ禍のため、広報はせずメンバー以外の参加は 2 人でした。
挿し木の体験は、土の準備から始まり、鹿沼土を入れて水につけ、水
切りしておいたところに、割りばしで穴をあけます。そこに葉 4 枚を半
分カットして茎を斜めに切ったものを挿します。先が痛まないようにと
のことです。木陰において毎日水をやり、2〜4 週間ほどで根が付いた
ら鉢に植え替えです。
毎年挿し木を繰返した 1000 本の紫陽花が今年もきれいに咲いていま
した。今回挿した紫陽花も来春に中部公園に植えに来られるといいです
ね。

問

上の子の参観日だけど、
下の子を連れて
行きにくい…

肩こり、腰痛、ひざの痛みの改善に役
立つと言われる、気持ちの良いストレッチ体操です。
また血行も良くなり、身体が整うと言われています。
活動日 第２・４火曜日 10：00〜11：30
場 所 東員町ふあいセンター会議室
会 費 1,200 円 / 月

紫陽花倶楽部は、中部公園北側の池に『あじさい』を植えて『池の水辺に映える景観』を楽しめる名所を創ろう
と活動をしています。草刈りや施肥など、初夏には色々な種類の紫陽花が咲くように手入れしています。一緒に
活動しませんか。

いなべ自然楽校
☎090-5158-4730（出口）

とういんファミリー・サポート・センター 依頼会員募集
休日出勤で子どもを
見てくれる人がいない
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野外で遊ぼう！

朗読ひばりの会
☎・FAX 0594-76-3932（小塚）

お知らせ
今年度の「ひばりおはなし会」は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止します。

東員町ユニカールクラブ
0594-76-6224（清藤）

東員ストレッチ練功

問

朗読 ひばりの会

会員
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ユニカールは氷上のカーリングとマット上の戦い
の違いでルールは変わりなく、スカッとした気分を
味わえます。
活動日 第 1・３月曜日 9：30〜11：30
場 所 東員町総合体育館
会 費 年 1,500 円
持ち物 体育館シューズ
問

配達日時 毎週金曜日 11：00〜13：00
場
所 東員町健康福祉センター調理室〜東員町内の家庭
配達軒数 3〜5 軒

東員町ユニカールクラブ
集まれ！！ 皆んなで楽しもう

東員点訳友の会

☎0594-76-493（中村）

