分
野
別
情
報
交
流
会

交 特
集
流
委
員
会
が
取
り
組
む

会 員 紹 介
■株式会社

イトウ

■やどりぎのかい

● 団体募集・助成金情報
● ネットワークＨＯＴニュース
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交流委員会が取り組む
分野別情報交流会
交流委員会では、２００８年から「安全安心」「子ども育成」「環境」のそれぞれの分野で活動
する市民団体に声をかけ、情報交換会を開催しています。この情報交換会にはネットワークの
会員のほか、市内で活動する団体も参加し、団体の活動報告やテーマを設けて、問題解決の
糸口を探るなど、活発に情報交換を行っています。

安全安心分野交流会
第４回安全安心分野交流会
日時 ６月２７日（土）午後２～４時
場所 中部公民館３階会議室２
参加 １０団体 １９名
田県西区防犯パトロール隊々小牧災害ボラン
テゖゕネットの会々藤島団地区自主防犯会々藤
島団地区自主防災会々久保山団地お助けマン々
味岡おやじの会々小牧防災リーダー会々婦人消
防クラブ々米野さわやか会々㈱フジカネ
内容 ○各団体のＨ２１年度活動計画の発表
○活動報告々小牧災害ボランテゖゕネットの会
々婦人消防クラブ
○意見交換
など

７５歳以上を対象に行った「煙体験（火災
時の避難）」や、オリジナル防災頭巾の普
及活 動な ど 、地 域 防災 活 動に 取り 組む
「婦人消防クラブ」の長谷川冨美子さん
による活動報告。

第５回安全安心分野交流会

防犯のために考案した手作りの「非常
時々緊急時助けて１１０番」ブザーを紹介
する「梵天藤栄安全安心まちづくり有
志会」の井村均さん。地域住民の関心
も高く、今年度は１３５戸から注文を受
け、各戸の門への取り付け作業を行い
ます。
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日時 １１月２９日（日）午後２～４時
場所 中部公民館３階会議室 １
参加 １１団体 １９名
池之内パトロール隊々田県西区防犯パトロー
ル隊々小牧災害ボランテゖゕネットの会々久保
山団地お助けマン々梵天藤栄安全安心まち
づくり有志会々ＮＰＯ法人こまき安全なまちづ
くり協議会々藤島団地区自主防災会々小牧防
災リーダー会々下末区防犯パトロール々婦人
消防クラブ々米野さわやか会
内容 ○各団体の活動中間状況の発表
○活動報告〆小牧防災リーダー会
○意見交換 など
－１－

子ども育成分野交流会
第５回子ども育成分野交流会

第４回子ども育成分野交流会

日時 １１月２８日（土）午後２～４時
場所 中部公民館３階会議室１
参加 ８団体 １５名
つみきの会々新日本婦人の会（２グル
ープ）々おりづる々ゕレルギーっこのつ
どいクリスマスローズ々おはなしの森々
育児支援サークルパタパタママ々米野
さわやか会
内容 ○活動紹介〆々クリスマスローズ
々おりづる
々おはなしの森
○意見交換 など

日時 ６月６日（土）午後２～４時
場所 中部公民館３階会議室１
参加 １２団体 １９名
つみきの会々新日本婦人の会（3 グループ）々
ゕレルギーっこのつどいクリスマスローズ々ち
ちんぷいぷい々こまき歯っ磨るテスター
ズ々小牧市日中友好会々おじゃめの会こまき々
味岡おやじの会々育児支援サークルパタパ
タママ々米野さわやか会
内容 ○講演「幼児期のこころ育ち」
講師 田中美佐子さん
○グループ討論
など

環境分野交流会

長年園長を務めた経験をもとに、家庭での幼児
教育について講演する田中美佐子さん（写真奥
中央）
各団体が発表するＨ21 年度の活動計画に熱心
に耳を傾ける参加者。

第４回環境分野交流会
日時 ６月２７日（土）午後７～９時
場所 中部公民館３階会議室２
参加 １３団体々1 個人々市職員 1 名 計１９名
グラウンドワーク小牧々愛林会々大山川の自
然に親しむ会々小松寺区の環境を良くする
会々久保山団地お助けマン々グラウンドワー
ク小牧測研々下末米寿会々大山川を愛する
市民の会々参友会々中南ボランテゖゕクラブ々
こまきエコネット々ＮＥＣフゖールデゖング株
式会社小牧支店々米野さわやか会々櫻井勇
夫さん々廃棄物対策課
内容 ○各団体のＨ２１年度活動計画の発表
○活動紹介〆米野さわやか会
○意見交換
など

第５回環境分野交流会

－２－

日時 Ｈ２２年１月２３日（土）午後７～９時
場所 市公民館４階 学習室４－４
参加 １１団体 １３名
グラウンドワーク小牧々愛林会々大山川の自
然に親しむ会々小松寺区の環境を良くする
会々グラウンドワーク小牧測研々下末米寿
会々上之町子供会々小牧熟年ボランテゖゕク
ラブ々篠岡里山竹の会々参友会々米野さわや
か会
内容 ○各団体が抱える課題について意見交換
○次世代の育成について など
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株式会社

イトウ

学生服のトウは来年で創業 100 年を迎え、旧制中学の時代より小牧市々県内近郊の学生の皆様にご
愛顧いただいております。
現在、小牧市市内では市民会館前の本店と桃花台店、その他東海 3 県に 12 店舗を展開しています。
こだわり抜いて仕上げたトウオリジナルセーラー服は、全国でもトップクラスの縫製技術とデザンで
大好評です。
セーラー服の歴史は古く、トウはその古い伝統は残し、新しい世代のお
客様のニーズも取り入れた商品開発に日々取り組んでいます。校則をきち
んと守りながら、学生さんらしいオシャレを楽しんで、より明るいスクールラ
フを送っていただきたいと、トウは考えています。この方針のもとに、そ
れぞれのお子様に合った制服を、3 年間の修理保証をお付けして、責任もっ
て販売させていただきます。
制服を通じて、お子様のご成長のお手伝いができることへの喜びを感じ
ながら、スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。
また、本年度より服装と教育をもっと密接に考えていくため、「服育」の活
動にも参加いたします。学校関係者様々保護者様でご興味をお持ちの方は
ぜひ、お問い合わせください。

日光などの光を感知し、殺菌々防臭

今後とも皆様の変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 する「V-CAT」を使用した、人気のＩＴ

（株式会社イトウ

伊藤敬一／代表取締役）

Ｏオリジナルセーラー服。

やどりぎのかい
一本の木として力強く生きるのではなく、大きな木の枝と枝の隙間を借りて生きる、そんな「やどり
木」の生き方から「must」、つまり「せねば」の無い生き方を手助けできる会にしたいと「やどりぎのかい」
と名づけました。「せねば」の無い介護々看護が行えるサポート、介護々看護者のケゕやカウンセリング、ま
た、ウキウキ体操や認知症セミナー等の体験型学習会等を、看護師々社会福祉主事々産業カウンセラーの
三人で実施しています。
*介助のコツ（人の抱え方やかんたん介護など）のレクチャー。
*介護者ケゕ々ゕドバス（ゕルツハマー々認知症の介護体験セミナーなど）。
*介護々看護者がストレスを溜めないための勉強会。
*高齢者と共に行う元気体操。
*運動機能障害維持期の方への訪問サポート（ケゕスポーツ）。
*運動機能障害維持期の方への訪問カウンセリング。
*介護々看護者への訪問カウンセリング。
*独居人へのラフサポート。
*毎朝が怖い丌安症（人と会いたくない々電話に出たくない々
何もする気が起きない）の人への訪問カウンセリング。
予約々受付は FAX で行っています。お気軽にお問合せください。
連絡先 FAX 0568-78-6588 （代表幹事 小林秀実々小林珠美）
） ｖｏｌ.1１
ネットワークニューズレター
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地域活動の一環として行ったゕルツハマー々認
知症についての寸劇を交えたセミナーの様子。

団体募集・助成金情報
■ 市民四季の森「バラ・アジサイまつり」参加団体を募集します！
開催日時 〆 Ｈ２２年５月２９日（土）々３０日（日）１０～１６時
会 場

〇 市民四季の森

（メン会場〆くつろぎ広場） ※屋外に設置のテント内

募集団体数〆 ５団体（応募多数の場合は抽選とさせていただきます）
募集条件 〆 小さなお子さん連れの親子が楽しく体験できるブースの企画々運営（参加費有料可）
※物販やパネル展示のみはご遠慮ください。
補助金

〆 有り

募集締切り 〆 ３月５日（金）
申込々問合先〆 （特）こまき市民活動ネットワーク ☎ ７４－４０１１ Ｆ：Ｘ ７４－４０７０

■ 市民情報センターの清掃をしてくださる団体を募集します！
清掃場所 〆 市民情報センター（名鉄小牧駅改札口西）
期 間

〆 Ｈ２２年４月～Ｈ２３年３月

内 容

〆 月４回（週１回）の清掃※月単位での委託になります。

報 酬

〆 ７０００円／月

募集団体 〆 ３団体（応募多数の場合は抽選とさせていただきます）
募集締切り〆 ３月５日（金）
申込々問合先〆 （特）こまき市民活動ネットワーク ☎ ７４－４０１１ Ｆ：Ｘ ７４－４０７０

■ 2010 年度（第 8 回）ドコモ市民活動団体への助成
支援元

〆 NPO 法人モバル々コミュニケーション々フゔンド

支援内容

〆 子どもたちの健全な育成のための取り組み

応募資格

〆 （１）日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体でＮＰＯ法人などの法人格
を有するもの、または取得申請中の団体
（２）活動実績が２年以上である団体（法人格を有する以前の活動実績を含む）
（３）複数のＮＰＯが連携した協働事業で、地域の中間支援組織（ＮＰＯ支援センター
など活動支援団体）が代表申請団体となる場合は、その協働グループ
※過去に助成を受けた団体の再申請も可能ですが、特に「再申請」の意義につ
いて重点的に審査をさせていただきます。
※（3）の「協働グループ」でご応募の場合は、必ず中間支援組織を代表申請者とし
てください。

助成対象期間〆 Ｈ２２年１０月１日～Ｈ２３年９月３０日に実施する活動が対象です。
支援金額

〆 1 団体あたり標準５０万円、総額２〃５００万円

申込受付期間〆 Ｈ２２年２月１日～３月３１日
助成対象活動テーマなど詳しくはＨＰをご覧ください。
NPO 法人モバル々コミュニケーション々フゔンド
http://www.mcfund.or.jp/modules/tinyd2/index.php?id=4
－４－
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ネットワーク HOT ニュース
『まちを育む

市民と行政の協働ルールブック≪実務≫編』策定に向けて

公共サービスなどの新たな担い手として市民団体が活躍するための協働ルールをつくろうと、市
民々市民活動団体々地域コミュニテゖ々事業者および行政職員らが「協働ルールブック策定委員会」を立
ち上げ、昨年度は１０回のワークショップを経て、『まちを育む市民と行政の協働ルールブック≪はじめ
の一歩（理念）編≫』を完成しました。
今年度は、実際に協働を進めるうえで必要となる事務
手続きなどを載せた《実務編》の策定に向け、新たな協議
を重ねています。
協働促進ゕドバザーは昨年に引き続き武長脩行氏（椙
山女学園教授）、また当ネットワークからは、秦野利基さん
（副代表理事）、戸成司朗さん（東海ゴム工業）、近藤静枝さ
ん（Ｍ－ｃＰｌａｃｅ代表）が参加しています。
市民団体にもわかりやすく使いやすいルールブックを作 「計画検討チーム」「実行検討チーム」「評価々
改善チーム」に分かれ、それぞれに熱い議論
を交わしています。

ろうと、意欲を燃やす同委員会です。

information information
ホタテの季節が
やってきました！

◎ 新スタッフ紹介 ◎
はじめまして、清水康雅です。
昨年の１２月から事務局スタッフ

すでにチラシなどでもお知らせしています

として働いています。まだまだ

ように、２月２１日（日）、北海道八雲町との交流

わからないことがありますが、

事業である「八雲町ホタテ販売」を行います。

みなさんのお役に立てるよう

当日は、ふれあい委員会を中心に、会員有

に勉強していきますので、どう

志のみなさんもスタッフとして参加。にぎわい

ぞよろしくお願いいたします。

広場（小牧駅西駐車場南）とピゕーレ（ゕピタ

事務局にはピチピチなお姉さ

出身〆岐阜県大垣市

桃花台店のある複合施設）で、合わせて６トン

ん方がいらっしゃいますが、僕も 生年月日〆Ｓ５９〄６〄１６

のホタテを販売いたします。小牧のこの季節

負けないぐらいピチピチです！

の風物詩にもなりつつあるこのベントにぜ

僕の場合のピチピチは服のこと

ひ、足をお運びください！

ですが々々々。

血液型〆：型
この世で
一番好きなもの〆
チャーハン！

編集後記：楽しみにしていたバンクーバーオリンピックが始まりました。テレビの前で見ているだけでもドキドキして
しまうのに、大きな期待と声援の中、勝負に挑む選手たちの精神力って、なんて強いのだろう！嬉し涙、悔
し涙、いろいろな涙にもらい泣きしながら、感動をあたえてくれる選手たちに声援を送る毎日です。 （ひ）
ネットワークニューズレター第 1１号
◎発行・編集：特定非営利活動法人

ひ）
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（
〒４８５－００４１ 小牧市小牧二丁目１０７番地 小牧市公民館４階
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