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「小牧山薪能」と
こまき市民活動ネットワーク
2005 年、小牧市制５０周年記念行事の一つとして行われた「小牧山薪能」は、
市内外から大勢の方に見て頂き、大好評の内に今年で第 4 回を迎えます。
第 1 回は能「小督」
「土蜘蛛」
、第 2 回は「羽衣」
「葵上」
、第 3 回は「鞍馬天狗」
「紅葉狩」と能二番と狂言の本格的薪能が行われてきました。
「鞍馬天狗」には小牧
市内の小学生１０余名が子方として舞台に上がりました。
第 4 回の今年は 9 月１４日（日）小牧山の特設能舞台で
（雨天の際は市民会館ホール）能「小袖曽我」
「舟弁慶」に
狂言・仕舞が上演されます。
（特）こまき市民活動ネットワークは、第 1 回から実行委
員会のメンバーの一員として参加し、企画運営に関わってお
ります。ご意見やご要望がありましたら、ネットワーク事務
局までお寄せ下されば、会議に反映させて頂きます。
2006 年からは会場警備をネットワークとして受託し、会員の「多気交友会」が
担当して下さいました。2007 年は会員の「美都志会」、今年は「多気交友会」が
担当して下さることになっています。プロの警備とは違った細やかな対応が市民に
好評を得ています。
能の内容をより理解して頂くために、今年の新しい試みとして、市内の中学生に
イラスト入りの内容解説書の作成を依頼しております。
また、声による演目の内容解説サービスを計画中で、会員の「まちの放送局つく
ろう隊」が担当することになっています。
加えて今年は、小牧山で同時開催の「小牧山お月見まつり」の警備も受託するこ
ととなり、こちらも「多気交友会」が担当することになりました。
（社）小牧青年会議所主催の「小牧山ランドマークフェスタ２００８」で「ＡＬ
ＷＡＹＳ堀の内１丁目の夕日」と銘打った会場でも、ネット
ワークの会員団体が昔遊びの体験ブースを担当することにな
っています。
このように会員が各所で活躍する小牧山に、ぜひ皆さま足
をお運びください。
寄稿／丹羽ミヅホ
「小牧山薪能」実行委員会委員
こまき市民活動ネットワーク理事
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グラウンドワーク小牧
７月６日（日）
小牧市野口大山の四季の森交差点から中央高速小牧東インター
取り付け道路３ｋｍにわたり、歩道及び路側のゴミ拾いと
歩道の草刈りを行いました。
＊日
時：平成２０年７月６日（日）９時〜１１時 天候曇り
＊活動人員：２１名
＊活動状況等：
清掃予定日６月２９日（日）が雨で延期となったため、活動参
加者の減少が心配されましたが、予想以上の参加を頂き全線３km
のゴミ拾いは無事完了しました。
しかしながら時期的に歩道や路側の雑草の繁茂が甚だしく、暑
さと雑草に悩まされた清掃活動で、歩道に支障となる草刈りは作
業者の関係から２００m 程度となりました。
＊収集ゴミ
燃えるゴミ１１袋。不燃ゴミ（不分別）約２１袋
（２トンダンプ１／２台程度）
刈草 ２トンダンプ２台程度（現地集積）
（グラウンドワーク小牧代表

青木和芳）

生涯学習ボランティア・こまき
7 月１９日（土）小牧市公民館学習室４−４
平成２０年度勉強会、第一回目となる今回は小学校・保育園・
図書館などで幅広く活躍中の、榎本宣子さん（朗読）と鳥山ひ
ろみさん(フルート・電子オルガン演奏)のお二人に西尾市から
来ていただきました。抹茶の名産、うなぎでの偽装問題で一躍
有名になった一色町の紹介をされたあと、フルートの音色とと
もに懐かしい童謡（かたつむり・赤い靴）を合唱し子どもの世
界に誘われ、絵本「ぼくのペット」の朗読に始まり、電子オル
ガンの音響入りで特大絵本「くじらだ！」に続きました。
その後、参加者に合わせてか、フルートで演歌のイントロク
イズ。正解者には、西尾市名産の抹茶飴の賞品付で大変な盛り
上がりでした。最後は、
「セロ弾きのゴーシュ」の朗読、電子オ
ルガンの演奏と、同化して、とてもすばらしく楽しんで聞くこ
とができ、短い時間でしたが、童心に返り心から癒されたので
は？

（生涯学習ボランティア・こまき

西川君枝）

−２−
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社団法人 小牧青年会議所
青年会議所（通称：ＪＣ）は、日本全国 720 の地域に約 4
万人の会員を擁し、「修練」
「奉仕」「友情」の三信条のもと、
地域において率先して行動し「明るい豊かな社会」の実現を目
指す青年団体です。メンバーは 20 歳から 40 歳までの志の高
い青年経済人によって構成されており、まちづくりに関する会
議やイベントの企画・運営を通して、LD（リーダーシップデベ
ロップメント）と CD（コミュニティデベロップメント）の研
鑽に努めています。
小牧 JC は 1972 年に創立し、1979 年には小牧市民まつ

16 団体（１５０人）が初夏の暑い日射しの
中、泥まみれになりながらの熱戦を繰り広げ
た「泥んこソフトバレー IN KOMAKI」

り、1981 年には小牧市民憲章の提言といった、小牧市民にとって今では当たり前のように定着して
いる事業を企画してきています。また、1992 年には、現在のお月見まつりの前身である「リサイク
リングパワーin 小牧」というリサイクル市を開催するなど、時代を見越した事業を起こしているのも
特徴です。
そうした中 2002 年には「市民が輝くまちづくり研究会議」を開催、2003 年に市民活動センタ
ー設立準備会（小牧商工会議所との協働事業）を立ち上げ、2005 年にこまき市民活動ネットワーク
の設立、小牧市民活動センターの開設と、小牧市における市民活動の拠点づくりに貢献しました。
最近も人とのふれあいの大切さ、楽しさを感じることのできる市民参加型のイベントを幅広く企画
し、７月１３日には名古屋造形短期大学前の田んぼで「泥んこソフトバレー IN KOMAKI」を開催
するなど、多彩な活躍から目が離せません。

（取材：事務局 長谷川泰洋）

めいきん生協コープ小牧ネットワーク
私たちはめいきん生協の組合員の活動組織のひとつで現在１２名の女性のみのグループです。組合
員間で「毎日のくらしをかしこく、ゆたかに送る」をテーマに楽しい活動を展開しています。一方で
は組合員であり、小牧市民でもあり、「こまき市民活動ネットワーク」の一員として、さまざまの協
働をつくり出しています。
２００７年３月と５月にはにぎわい創出事業として駅西ひろばのにぎわい創り、今年３月に「小牧
アートフェスタ上街道」で旧商店街でのにぎわい創り、そして７月２６日〜２７日の「小牧七夕まつ
り」の協力と活動を広げてきました。七夕まつりは初めての会場で人の動きが不安でしたが、めいき
んブースは「輪投げ」「魚釣り」で参加しました。特に「魚釣り」は海の図鑑から愛知で獲れる魚の
姿を写しとり、色彩を施したものにクリップをつけて、磁石の
釣竿で吊り上げる趣向。当日は子どもたちが何度も何度も挑戦
して、たこ、あなごが釣れたと歓声が聞こえました。
私たちの小牧を誰もが「ずっと住みつづけたいな」と思える
まちづくりのお手伝いができればいいです。楽しいイベントで
私たちを見かけたら声を掛けてください。男女メンバー大募集
中です。
子ども達でにぎわう魚釣りブース。狙う
は大物！？みんな真剣です！
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（めいきん生協コープ小牧ネットワーク
−３−

松浦明美）

イベント・セミナー情報

詳しくは、市民活動センターに各チラシ
がありますのでご覧下さい。

第６次小牧市総合計画

まちづくりシンポジウム
日時

平成２０年８月 24 日（日）1３時３０分〜１６時３０分

場所

まなび創造館あさひホール

内容

・第６次総合計画（案）の説明
・まちづくり研究会、こどもまちづくり研究会の提案発表
・パネルディスカッション「協働でひろがる新たなまちづくり」

〜織田信長サミットに向けた

こころ

参加無料

のリレー講演〜

第 1 回講演：
「ものづくりの日本力」
講師

山根一眞氏

日時

平成２０年８月３０日（土）

場所

味岡市民センター

定員

500 名（先約優先とさせていただきます）

内容

・講演「ものづくりの日本力」
・山根一眞

VS

開場：１３時３０分

開演：１４時

山根一眞

副島 孝（小牧市教育長）

問合せ・申込先（特）こまき市民活動ネットワーク

入場無料

対談
電話

(0568)74-4011

日本財団助成金セミナーｉｎ愛知

申請書作成のポイント＆助成金活用で活性化を図る

申込締切９月 1６日（火）

日時

平成２０年９月２８日（日）１３時〜１７時３０分

会場

あいちＮＰＯ交流プラザ（ウイルあいち２Ｆ）

対象

ＮＰＯ法人、市民活動団体、財団・社団法人、社会福祉法人等の民間非営利組織の方

定員

５０名（先着順）※懇親会あり（希望者のみ・実費）

内容

日本財団の助成金申請（期間１０月 1 日〜31 日）を前に、
「助成金の特徴」
「審査のポイ
ント」「事業計画の作り方」などについて財団職員から学びます。

問合せ・申込先（特）ボランタリーネイバーズ 電話

(052)979-6446

参加費無料

NPO と企業による新しい協働アイデアを募集します！

第3回

応募締切１０月 1５日（水）
１８時必着

企業＆NPO 協働アイデアコンテスト

募集期間

平成２０年８月１５日（金）〜１０月 15 日（水）

公開選考会

平成２０年 12 月１７日（水）１５時〜

問合せ・応募先

名古屋栄ビル

（特）パートナーシップ・サポートセンター
電話 (052)762-0401 URL:http:/www.psc.or.jp/

−４−
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ネットワーク・インフォメーション
■新旧理事懇談会開催！

■松田代表理事のブログ

７月３１日（木）
、ネットワークで初めてとなる新旧理事懇談会を開催し
ました。
松田代表からの事業報告の後、青山前代表が乾杯。総会以来の理事同士
の再会に、話は自然と「市民活動」や「生きがい」に・・・皆さん、普段
は忙しく、なかなか関わりを持つ機会を作れないのが大きな課題となって
いましたが、この日は７月より新しく理事に就任していただいた３名の方
を迎え、ネットワークの今後の課題について大いに語り合うことができま
した。
「飲みにケーションが必要！」「行政のできないことをやれ」「孫に残す小
牧とは」
「市民団体の高齢化も課題」「やりがいと充実が大切」「子供のたま
り場に！」「会員メリットを」「楽しめるネットワークを」「自由な発想で」
「独自性を」「必要とされるネットワークに！」「会員サービスを」「ネット
ワークに感謝」「教育をしっかり」「頼れる事務局に！」などなど・・
やはりネットワークの理事は情熱的な方ばかりですね！！
さて、総務委員会では現在、中長期政策の策定を進めていますが、これ
を機会に理事の皆さんにも参加いただき計画を中身あるものにしていきた
いと思っています。会員の皆さんも、是非、ネットワークの理想象につ
いてご意見をお聞かせください。
（副代表理事 秦野利基）

■分野別情報交流会に
是非ご参加を！
交流委員会では、４つの分野について

「まっちゃんの部屋」
日々更新中！
ネットワークのＨＰに、代表理
事のブログ「まっちゃんの部屋」
が開設されました。日々の出来事
やネットワークへの想いなど、熱
〜い（！）つぶやきが綴られてい
ます。コメント大歓迎！ぜひ、ご
覧になってください。

■市民まつり「げんき村」参加団体
今年の市民まつ小牧山会場「げんき村」に、以下の２９団体が出店しま
す！ご来場をお待ちしています。（実行委員長

長谷川泰洋）

情報交流会を設けておりますが、各分野

友優の会：綿菓子販売・ボール当てゲーム、小牧自然歴史の会：化石を見

の今年度第１回目を終わりました。４つ

つけよう、育児支援サークルパタパタママ：駄菓子販売、手作り工房：ア

の分野とは、環境・安全安心・社会教育・
子ども育成です。
小牧市内で活動頂いている各種団体が
分野ごとに参加され、活動事例を紹介し
合ったり、悩みや課題を聞き合ったりし
て、それぞれの活動の充実・発展に繋げ

ートリュミエール体験・ステンシル体験と販売、小牧防災リーダー会：防
災パネル展示・防災クイズ、フリーマーケットサークルガレージアヒル：
トールペイント・ビーズ体験、小牧ケアサービスまごころ：グランドボー
ルゲーム、野遊び塾リトル・トリー：ウッドバーニング体験、生涯学習ボ
ランティア・こまき：マジックスクリーン・アクリル粘土工作、新日本婦

ようと活発な交流が行われています。第

人の会小牧支部：スーパーボールゲーム・お絵かきせんべい販売、小牧災

２回目は、１１月から１２月にかけて行

害ボランティアネットの会：防災紙芝居・ロープワーク体験、NPO 法人

います。ぜひご参加を！

こまき安全なまちづくり協議会：防犯ワークショップ、おじゃめの会こま

（交流委員長 末松雅彦）

き：お手玉遊び・同キッド販売、米野スパローズ SC：しゃぼん玉で遊ぼ
う、つみきの会：プラバン工作・スーパーボール掬いゲーム、集い＆ふれ

■会員紹介ガイドブック
現在、市民活動団体会員の代表に、会
員名簿作成についてのご協力をお願いし
ております。皆さんからいただいた情報
を基に、市民に広く活動を紹介するＰＲ
誌を作成したいと考えております。ご協
力のほどよろしくお願い申しあげます。
（広報委員会）

あい広場たけのこハウス：小物作り・飲みもの販売、兒の森活動グループ：
丸太伐り、あそび塾 ZIZI：竹とんぼ・竹箸づくり、こまきエコネット：ふ
ろしき包み方実演と販売、兒里の家：干し柿づくり・クラフト体験、愛林
会：木箱づくり・竹細工作品販売、ハートメイドコレクション：紙工作・
ペーパークラフト販売、愛知県ハンガリー友好協会：ハンガリー物産販売、
めいきん生協コープ小牧ネットワーク：野菜の輪投げゲーム・大豆の七変
化、小牧市山野草の会：山野草展示・販売、M―cＰlace：キャンドルつ
くり、まちの放送局つくろう隊：フェイスペイント、小牧フローラルアー
ト教室：輪投げゲーム、家庭文庫ぱれっと：大かるた取り

編集後記：北京オリンピックに甲子園！選手の流す涙にもらい泣きする毎日です。残暑厳しい毎日ですがお体に気をつけてお過ごしください（ひ）

ネットワークニューズレター第５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：２００８年８月１５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:info@npo-komaki.net HP:http://www.npo-komaki.net/

ネットワークニューズレター ｖｏｌ.５

−５−

