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協働啓発事業

「協働のまちづくり」をすすめるにあたり、市民と行政が気軽に交流できる関係をつくろうと、１０月８日（水）
市役所本庁舎 601 会議室において『まちを育む市民と行政の協働交流会』を開催しました。昨年度に続き２回目
となった今回は、市民活動団体から２９名、行政各課から２４名が参加し活発に意見交換をしました。
協働を進めるうえで、必要だと思う施策
回答者数 49 人（複数回答可）
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市民活動団体の活動状況をわかり
やすく公開する
市政に関する情報を分かりやすく公
開する
研修や講習会、学習の機会を充実さ
せる
その他

先日開催した「市民と行政の協働交流会」、今年も多
数のご参加をいだだき、誠に有難うございました。私が
ファシリテーターを務めたチームは、小牧駅前のまちづ

その他

くりの話題で大いに盛り上がった一方で、「えっ、あなた
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（アンケート結果より抜粋）

も桃花台に住んでるの？」といった話でも会話が弾み、
笑いが絶えない楽しい時間となりました。

61%

『協働』は難しくとらえられがちですが、お互いに、「そうだ
ね！」と言える素直な気持ちで、できることから始めるこ
とが大切です。今回の交流 では、具体的に「何が協働で解
決できるのか」までは踏み込めませんでしたが、「私たち
のすむまち小牧を少しでも良くしたいという気持ちは、み
んな持っているのだな」と感じることができました。
この出会いを今後、もっともっとたくさんつくり、笑顔あ
ふれる小牧になれば素晴らしいですよね。みなさんのご
参加、本当に有難うございました。そして、次回も是非、元
気な笑顔を見せていただけるよう期待しています。

▲市民活動団体と各課職員が同じテーブルを囲んで
自由にディスカッションしました

代表理事

秦野利基
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企業との 企業 × こまき市民活動ネットワーク
今年度、企業と取り組んだ事業を紹介します
協 働
住友理工株式会社

《住友理工 夢・街・人づくり助成金 in 北尾張》
市民活動団体の支援を目的に２０１０年からスタートした「住友理工（旧ＴＲ
Ｉ） 夢・街・人づくり助成金」。今年度から対象地域を北尾張に広げて募集を
し、書類による一次審査を通過した７団体が、１０月２５日（土）同本社におい
て公開プレゼンテーションを行いました。採択された事業は次の通りです。
認定証を手にする交付団体と審査員のみなさん
部門
夢づくりスタート部門
（助成金５万円）

街・人づくり部門
（助成金１０万円）

事業名

団体

ホタルが飛び交う里山づくり事業

春日井ビオトープの会

親子で学ぼうインターネット安全教室事業

（特）こまきｅ－コミュニティーネットワーク

地域ぐるみまちかどあいさつ運動事業

南部地区ボランティア連絡会

セイロン瓜で町おこし「環境・ギネスに挑戦」事業

扶桑セイロン瓜プロジェクト

子育て支援者養成講座事業

あいち かすがいっこ

映画「逃げ遅れる人々３．１１障害を持つ人々に何がおこったか」鑑
賞と地域防災の在り方をみつめる事業（減額助成）

岩倉生涯学習「市民の会」

子供たちと共に行う里山の保全・整備事業（減額助成）

篠岡里山竹の会

ＣＫＤ株式会社

三菱重工業（株）名古屋誘導推進システム製作所

《三菱重工名誘ＣＳＲ『コラボラ』事業》

《ＣＫＤ「モノづくり」から学ぶ理科教室》

三菱重工業名誘が地域の市民活動を応援するＣＳＲ
事業「コラボラ」の一環として、９月２３日（祝）篠岡里山
竹の会とコラボレーションし、竹とんぼづくりを通して
ヘリコプターが飛ぶ仕組みを学ぶ講座を開催しました。
参加の小学生３０人は、竹の会や名誘社員の方の指
導のもと竹とんぼ作りを体験し、その後 ヘリコプター
が飛ぶ仕組みにつ
いて、名誘社員の
方よりレクチャーを
受けました。

８月１９日（火）、ＣＫＤ本社工場で「『モノづくり』から学
ぶ理科教室」を開催し、親子３０組が参加しました。講師
は、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙教育センター
のアドバイザー遠藤純夫さん。
子どもたちは、遠藤さんやＣＫＤ社員の方より指導を
受けながら、手作りエアホッケーを使って空気の力を
体験したり、送風機作
りに挑戦するなど、空
気の力について楽し
く学びました。

製作所内で行った
竹とんぼの制作風景

手作りエアホッケーを使っての
体験に興味津々の子どもたち

カゴメ株式会社小牧工場

《こまき「リコピン学校」》
トマトの栽培を通して、食への関心や感謝の気持ちを
育もうと、池之内の明るい農縁の一部で「こまきリコピ
ン学校」を開催し、約４０人の親子連れが参加しました。５
月の開校式から８月の収穫祭までの間、葉巻病による被
害などもあり、自然の厳しさも学んだ貴重な経験となり
ました。収穫祭ではトマトを使った調理にもトライし、み
んなで美味しくいただきました。

▲収穫祭の記念写真
真っ赤に熟れたトマトを収穫する参加者
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１１月―2 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

平成 26 年度小牧市市民活動センター 人材育成・研修・交流促進事業

■
わがまち小牧への思いや、未来の小牧に必要なこと、
やってみたいことなどを、年齢や地域、立場も越えて、み
んなで一緒に、ざっくばらんに語りあってみませんか？
カフェコーナーも併設します。
お茶を飲みながら気楽に対話をしましょう！

１１月９日（日）

＜日時＞

午後 1 時３０分～４時２０分（1 時から受付）
＜場所＞
＜対象＞

小牧中部公民館４階 大会議室
小牧をもっとよくしたい！と思う方ならどなたでも
市外の方もＯＫです！
＜定員＞ ６０名（参加費無料・申込先着順）

プロフィール
・特定非営利活動法人志民連いちのみや理事長
・一宮市市民活動支援センターマネージャー
・税理士

52

■

小牧市会場では、競技の開催に合わせ、ものづくり体験ブースや
小牧にちなんだ飲食ブースなど、さまざまな楽しいイベントが併
催されます。
＜日時＞

技能五輪とは、２３歳以下の青年技能者が４０余
りの職種で技能レベル日本一を競う大会です。
第５２回にあたる今年は愛知県が開催地となり、

１１月２９・３０日（土・日）

会場となる８市のひとつである小牧市では、「貴

午前１０時～１６時

金属装身具」「ウェブデザイン」「時計修理」「構

＜場所＞中部職業能力開発促進センター（ポリテクセンター中部）

造物鉄工」の４つの競技職種が開催されます。

＜内容＞ものづくり体験ブース（当会：企画・運営）
※Ｈ２６年度実施「協働提案事業化制度」採択事業
・バーサライター作成（名東電産(株)）
・かんな削り体験・曲げ木で小物づくり（愛知建築士会小牧支部）
・ペットボトルランプシェード作成（小牧工業高等学校）
・名刺づくり（（特）こまきｅ―コミュニティーネットワーク）
・丸太切り体験・しおりづくり（兒の森活動グループ） など
※参加費無料・一部予約が必要

■
～
＜日時＞

１２月６日（土）午前１０時～12 時

定員３００名・参加費無料

＜場所＞北里市民センター講堂

《基調講演》

愛知県副知事

申込先着順 11 月３０日締切

吉本明子氏

《パネルディスカッション》 ＊ホンネＤＥトーク＊「なぜ女性管理職は増えないのか」
コーディネーター （特）こまき市民活動ネットワーク代表理事 秦野利基
パネラー
愛知県副知事
吉本明子氏
小牧市長
山下史守朗氏
ＣＫＤ（株）人事部部長 河口悟氏
愛知県副知事
マハロ代表
吉岡みゆき氏

吉本明子氏
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ネットワークＲｅｐｏｒｔ

平成 26 年度小牧市市民活センター交流促進事業

5/17

/30

市民活動団体、学校、企業、諸団体、行政が
一堂に会し、社会貢献活動への取り組みなど
をＰＲしました。
会場となった市公民館の講堂・展示場には
個性豊かなブースが並び、ステージでは熱
の入った活動紹介が繰り広げられました。
出展団体同士の輪が育つ中、一般参加者
にもその輪を広げることが、今後の課題とな
っています。

/28

▲オープニング前、出展団体のみなさんとスタッフ全員で

平成 26 年度小牧市市民活動センターセカンドライフ・アクション講座

▲

これからセカンドライフを迎える方や、セカンドライフの過ごし方
に興味のある方４０名が参加し、これから「自分のためにやりたいこ
と」や「誰かのためにできること」を考えながら、それぞれのセカン
ドライフについてプランニングを行いました。
まず始めに、めおと楽団ジキジキの講演で気持ちをほぐした受講
生は、その後５つのグループに分かれてグループトーキングを行い
ました。身近な話題からまちの課題まで話は尽きず、「同世代の生き
方や考え方を聞いて、今後の生き方を考える上で大変参考になりま
した」との感想が多数聞かれました。
お茶を飲みながら、リラックスした雰囲気の中でのグループトーキング

10/18
晴天に恵まれた両日、小牧山会場で「きっちゃんの夢・チャレンジげんき村」を開催し、２２の
市民活動団体が趣向を凝らしたブースを並べ、多くの来場者を楽しませました。
また、パフォーマンスエリアでは、げんき村恒例の出し物に加え、チアダンスや
城ヨガなどの体験型パフォーマンスもあり、多くの参加者でにぎわいました。

1

▲きっちゃんの絵柄を集めるスタンプ
ラリー。1 日目は７４６名、２日目５２６
名のお子さんが参加しました
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10/21

平成 26 年度小牧市市民活動センター第１回ＮＰＯ講座

11/16
ボランティアや市民活動に興味のある方に、自分に合った活動を見つけてもらおうと、現在体験講座
を開講しています。受け入れ団体は「一色コスモスサポート学習の会」「ボランティアあかり」「篠岡里山竹の会」
「ほがらかさん」「小牧おもちゃ病院トイトイ」「米野さわやか会」の６つで、これまでに３団体で実施しました。

１０月２１日（火）
「一色コスモスサポート学習の会」
久保一色にある活動場所で、外国人
の子どもたちを対象に宿題をみた
り、漢字オセロゲームの相手をした
りしてふれあいました。

１０月２２日（水）
「ボランティアあかり」
愛厚ホーム小牧苑内にある喫茶「あ
かり」で、入居の高齢者にお茶やお茶
菓子を出したり、お話し相手をするな
どしてふれあいました。

１０月２６日（日）
「篠岡里山竹の会」
大草地区にある竹林で、竹の伐採や竹
炭作成の前加工を体験しました。また、
刈り取った米の脱穀作業も手伝いまし
た。

1

池之内市民菜園日和 part５

１０月２６日（日）、小牧山青年の家で「秋の収穫祭」

農縁の管理の中でも大変なのは草刈り！日

を開催しました。調理の手際良さは、日頃培ったチー

頃はグリーンライフ小牧さんのお世話になっ

ムワークの賜物。畑で採れた野菜も使い、ボリューム

ていますが、このたび事務局でもスタッフ２名

満点の美味しい料理ができあがりました！

が「刈払機取扱作業者」の資格を取って、草刈
り女子デビューを果たしました。農縁で見かけ
たら、声をかけてくださいね！

参加者３３名で
元気に
かんぱーい♪

▲

本日のメニューは炊き込みご飯・

▲池之内菜園のアドバイザー橋本さんも応援に。
大先輩が見守る中、作業に励むスタッフ

トン汁・から揚げ・かきあげ・さつま
いもチップス！
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information
11 月

≪新会員紹介≫（敬称略）

３

※Ｈ２６年７月以降にご入会
※１０月２８日現在の予定です。

◆市民活動団体
ＮＰＯ法人ソーシャルインクルーシィブピープル
特定非営利活動法人にわとりの会

11 月＊＊＊＊＊
1 日（土）明るい農縁収穫祭
４日（火）第１回ＮＰＯ講座「ボランティア・市民活動体験講座」

２１８

（平成２６年１０月２８日現在）

個人

体験先「小牧おもちゃ病院トイトイ」
９日（日）市民活動センター人材育成・研修・交流促進事業
「第２回

会員数

まちのかたり場」

正会員（89）・賛助会員（７）

市民活動団体（81）
企業
諸団体

正会員（２４）・賛助会員（７）
正会員（９）・賛助会員（１）

１６日（日）第１回ＮＰＯ講座「ボランティア・市民活動体験講座」

■市民情報センターギャラリー（小牧駅地下）
「こまきリコピン学校」写真展開催！

体験先「米野さわやか会」
29・30 日（土・日）第 52 回技能五輪大会小牧市会場
併催イベント「ものづくり体験ブース」企画・運営
※平成２６年度実施「協働提案事業化制度」採択事業

１２月＊＊＊＊＊
６日（土）小牧いきいきフォーラム

期間：１１月４日（火）～１２月２５日（木）
畝作りから収穫祭までの様子を写真で綴って
います。子どもたちのかわいい「トマト日記」も
ぜひご覧くださいね！

※共催事業

女性が輝くまちへ 意識を変える！明日を変える！
～東海３県初の女性副知事 吉本明子氏とともに考える～

■企業会員のみなさまへ
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

２９日（月）～１月３日（土） 年末年始休暇

料です。ぜひご利用ください。

平成２７年
■HP 掲載情報大募集！

２月＊＊＊＊＊

こまき市民活動ネットワークの HP で、イベント

７日（土） 第２回ＮＰＯ講座

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。

「ＮＰＯ団体のための会計講座」（仮称）
１５日（日）

北海道八雲町交流事業

ホタテ販売

３月＊＊＊＊＊
５日（木）
１４日（土）

協働啓発事業

講師：川北秀人氏（ＩＩＨＯＥ代表）

第３回ＮＰＯ講座
「助成金講座」（仮称）

編集後記：食欲の秋！スポーツの秋！というわけで、事務局の女子２名が「スイーツマラソン」に初挑戦します。コースには給水所
ならぬ給スイーツ所が設けられ、会場ではスイーツ物産展も用意されていると言う、がんばった自分へのご褒美付マラソ
ン。しかし、今のところ２人とも制限時間内に走りきれていないというじゃありませんか。開催は１２月７日（日）。愛・
地球博記念公園（モリコロパーク）の特設コースで朝８：５５からのスタート。がんばれっ！！（ひ）
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