
どんな思いで活動されていますかＱ
　生ごみで堆肥をつくることで、安全な野菜ができ、有機肥料でつくる野菜は、おいしい、味が違うと評判が良い。
色、形の良い野菜を見ると、どのように作るのか興味がわく。こんなとき、仲間どうしで、野菜つくりの話をする
のがみんなの楽しみになっています。

今後の活動の目標は？Ｑ
　生ごみを生かし、環境にも良いこの活動を広めたい。
　自然の中に返し、植物の肥やしになる土つくり、人にも環境にもいいで
すよ。
　生ごみでの堆肥つくりに参加される方、おいしい野菜つくりに興味のあ
る方、連絡ください。いい野菜は、いい土つくりから、安心の肥料から、
いいもの、美味しいものができます。
　生ごみのたい肥化を通して、環境保全、循環型社会にむけて貢献してい
きたいと思っています。

　員弁コミュニティプラザにおいて、きらきら基金による第８回 市民活動助成事業が開催されます。市
民活動団体の活動紹介や地域円卓会議、助成金交付などが行われます。
　過去に基金から助成を受けていない団体の方、何か活動を計画中の方、応募してください。また、当日
地域円卓会議が開催されます。この円卓会議には、行政、社協、企業も参加、市民活動団体の方と意見交
換を行います。公開で開催されます。ぜひお越しください。
★日　時　11月26日（土）13：00～17：00
★場　所　員弁コミュニティプラザ 2階 集会室（いなべ市員弁町楚原940）
　認定特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター　☎27-2700

　生活困窮世帯の若者や引きこもりの方の社会復帰を支援します。具体的には、お宅に訪問し、本人や家
族の相談にのります。履歴書の書き方、面接の受け方の指導やハローワーク、企業に同行するなどの就労
支援を行ないます。また、経済的な制約から学習塾に通えない生徒や不登校児の学習支援も行なっていま
す。学習内容は、個人の習熟度によって幅広く対応します。若者に関するお困りごとは、何でもご相談く
ださい。様々な経験を積んだ支援員が対応します。
　この事業は、いなべ市より委託を受けて行っています。お気軽にご相談下さい。個人情報は、秘密厳守
いたします。
　またヴェリタスでは賛助会員を募集しています。
　 http://www3.cty-net.ne.jp/̃veritas/　　37-4818（松宮）

市民活動センターだより
～市民が主役、市民がつくる“いなべのまち！”～
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つちっこの会つちっこの会

　活動の目標は、美味しい野菜つくり。みんなが作った野菜を自慢
するなかで、良い土、良い肥料つくりを話し合う。でもしっかり生
ごみの減量と循環型社会を目指しているところです。つちっこの会
の活動に興味のある方、作業をのぞいてみませんか？

★作業日　奇数月の第2日曜日　9：00～10：00
　　　　　（次回は9月11日です）
★場　所　大安堆肥センター（大安町鍋坂）

　詳しくは つちっこの会 渡辺（☎74-2425）までお問い合わせく
ださい。

活動の目標は 美味しい

ここが魅力！

〈発行・編集〉
いなべ市民クラブ
〒511-0205

員弁町笠田新田73番地1
　74-5806
　74-5834
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活動を始めたころのお話を聞かせてくださいＱ
　家庭の生ごみを活用する方法について試行錯誤していたころ、生
ごみ処理についての講演会があり、その時の講師の活動を見てのめ
りこみました。また、園芸塾に参加して有機肥料の野菜つくりに興味を持ったひとなど、仲間が増えていきました。
　始めたころは、いろいろなことに驚きと感銘を受け、野菜つくりに夢中になっていく楽しい時間でした。

引きこもり、不登校、生活困窮の若者の
就労支援と学習支援 NPO法人 ヴェリタス

きらきら基金運営委員会
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市民活動センタ－

員弁庁舎

至大安
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　市民活動センターは、市民活動やボランティアを始めたい
方、また、すでに活動している方の相談場所です。“住みや
すいまち”を実現するために、みなさんの活動をサポートし
ます。
★活動したい人と仲間を求めている団体を繋ぎます
★会議などで使える場所を提供します
★情報の受発信をします
★印刷機が利用できます
　74-5806　　74-5834

～美味しい野菜は、安全な土と肥料から～～美味しい野菜は、安全な土と肥料から～～美味しい野菜は、安全な土と肥料から～～美味しい野菜は、安全な土と肥料から～

　6月18日・19日に開催しました「スマイルフェスタinいなべ」の会場において熊本地震への
支援金を来場者の皆さまにお願いしましたところ、5,941円の寄付をいただきました。このお金
は、熊本県益城町社会福祉協議会へ送金しました。ご協力ありがとうございました。



　7月28日、
石榑保育園で
恒例の夏まつ
りが開催され、
「バルーンア
ートの会」が
参加しました。
　昨年結成されたばかりの「バルーンアートの
会」ですが、うわさがうわさを呼び、ひっぱり
だこ。いろんなイベントに参加しています。
　この日は、園庭に設けられたやぐらの上で、
色々なバルーンを作る様子を披露し、園児や保
護者からたくさんの拍手を受けました。園児
160名全員にバルーンを持ち帰ってもらえるよ
うに前日からトイプードルや刀をたくさん作り
ました。バルーンを手にした園児たちの笑顔が
メンバーにとって一番の喜びでしたね！
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石榑保育園の

夏まつりに参加しました！
バルーンアートの会

　当センターを月に何度も利用される海老瀬さん、いろいろなボランティア
団体に加入されています。民生委員がきっかけで、10年前から視覚障がい
者のために外出時の介助をしたり、点訳をして本を楽しんでもらえる活動を
しています。
　また、子育て支援のボランティア団体「あ～ちゃんのて」では、保育園等
へお手玉など手作りの小物などを届ける、そんな活動にも参加されます。子
育て応援団やバルーンアートの会にも参加、いろいろなイベントに出かけ、「ママさん」たちの子育てを
応援しています。
　それほどたくさんのボランティアをされるのは大変じゃないですか？と問うと、「好きなことの延長だ
から楽しいよ。むしろ、子ども達のパワーや、障がいのある方からも元気をいただけるの。」と笑います。
皆さんに喜んでもらうことの「やりがい」と多くの方との出会いが何よりうれしい。私に声をかけていた
だける間は“ありがたい”と何事にも精力的な海老瀬さんです。
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　南海トラフ等の地震について勉強しませんか？
　知れば知るほど、恐ろしさを理解していただけ
ます。いつかその知識が役にたちます。
　また会員になって、出前講座・自己啓発活動等
をするだけで、防災コーディネーターの資格取得
が楽になります。

10月15日（土）市民感謝祭
　非常時の炊き出しのデモでおにぎり作りを手伝
ってくれる方募集しています
　78-0990（伊藤）
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3B体操　３回連続講座開催
★受講日　11月1日（火）・15日（火）・29日（火）
★時　間　19：30～21：00

ゆる体操　体験講座
★受講日　10月4日（水）・18日（水）・25日（水）
★時　間　19：30～21：00

★場　所　員弁健康センター 2階（員弁庁舎西）
★持ち物　タオル、飲み物、運動のしやすい服装
　　　　　上履きシューズ
★参加費　1回500円（保険料含む）
★募集人員　各20名（定員になり次第締め切ります）
★締　切　9月20日
※3B体操とは、ボール、ベル、ベルターという用具
を使って音楽に合わせておこなう健康体操です。
※ゆる体操とは、体をゆるめる健康効果の高い体
操です。簡単に覚えられ疲労回復、健康増進、
介護予防などに効果のある、笑いあふれる楽し
くやさしい体操です。
　いなべ市レクリエーション協会（木下）
　　　74-3060
　　　　kinotti@m4.cty-net.ne.jp

定弁川 定 公公弁弁劇 期公演定定期定 演定定期期公公演演劇劇 弁川川川川　川劇劇団員員弁弁川川川劇団員弁川　定期公演劇団員弁川　定期公演劇団員弁川　定期公演
「沈黙灯のあかり」
　山田太一作　羽場正一演出
★日時　11月5日（土）18：00～
　　　　11月6日（日）13：00～
★場所　東員「ひばりホール」

老人会などに出前公演します！
手品・落語・踊り・寸劇などご相談下さい

東員ふれあい演芸の日
毎月第3土曜日 15：00～
東員町社会福祉センター
　72-4498、090-5608-3113（羽場）

童四ツ葉会童四ツ葉会童四ツ葉会
　読み聞かせボランティア、童四ツ葉会から「十
六地蔵」の絵本が届きました！
　いなべに語り継がれる民話を絵本にしました。
　絵本の欲しい方、読
み聞かせに来てほしい
方はご連絡下さい。市
民活動センターにも展
示してあります。
　46-3263（藤井）

市文化なべべいな 文化文いいいい べなべ 文化 会会いな 化文いないいいないななべべ市市文化化協協会会会会会会いなべ市文化協会いなべ市文化協会いなべ市文化協会
キッズDJ大募集！
★放 送 日　毎週日曜日 18：30～18：55
　　　　　　「ハローいなキッズ」内
　　　　　　キッズDJコーナー
★収 録 日　毎月第1日曜日 午後から
★募集対象　高校生以下
★収録場所　北勢市民会館 2階 いなべエフエム
　　　　　　いなビースタジオ
＊放送後、収録したCDプレゼント

取材先募集
　いなべエフエムでは、いなべ市内のいいところ、
おいしい飲食店、おもしろい施設などを紹介しま
す。よしもとの三重県住みます芸人カツラギが取
材に行きます。取材希望の方は、ご連絡下さい。
　73-1860（いなべエフエム事務局：藤岡）
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Face
海老瀬  保子  さん

　7月26日、員弁健康センターにていなべ子ども
活動支援センターの夏のオープンスクール「ばあば
の料理教室」が開催されました。これは核家族が進
んでいくなかで、昔からの料理を子どもたちと一緒
に作って楽しもうと10年前から開催されています。
　この日は、応募された子どもたちとその保護者、
そして員弁更生保護女性会のメンバーの3世代一緒
に巻き寿司といなり寿司を作りました。
　巻きずし作りでは、具をのせて巻きすで形を作る
ときに、「コツ」を教えてもらったり、更生保護の
方々が手を添えて一緒に巻いている姿はおばあちゃ
まとお孫さんのようで微笑ましかったです。
　このあと、出来
上がったお寿司を
みんなで食べ、楽
しい時間を過ごし
ていました。

太さいろいろ、
うまく巻けたよ！
員弁地区更生保護女性会

東員点訳友の会　あ～ちゃんのて
バルーンアートの会

E-mail


