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いなべ市市民活動センター

NPO法人いなべ市民クラブ
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市民が主役、市民がつくる
“いなべのまち！”

市民活動センター市市民活動センター
だより

発行編集

　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
　 https://inabeshiminkatu.jimdo.com/
T

HP

F

R
4
2
1

予告

N POカフェN POカフェN POカフェN POカフェ 4月から

　  本
格開始

！4月から

　  本
格開始

！4月から

　  本
格開始

！

いろいろな人が、いろいろな立場で、様々な問題を議論する。答えはなし。
違う意見にであうことで、新しい発見があるかも？ひとと人のつながりが、生まれます。
のんびりとおしゃべりタイム。聴いているだけでもかまいません。参加してみませんか？

月に1回、開催します。5月以降の日時はお問い合わせください。

3月23日（土）9：30～11：30
4月20日（土）9：30～11：30

S D G sとは？

私たちの地域の課題とは？テーマ

市民活動センターで開催します。

テーマ
エスディージーズ

今年で10回目です。2019スマイルフェスタinいなべ 開催します。0回目です 2019スマイルフェスタinいなべ 開催し

スマイルフェスタスマイルフェスタスマイルフェスタ

地域の課題解決に取り組む団体の育成を行ないます。
市民活動やボランティア活動が、若い人に広がる活動に力を入れます。
団体の情報発信のお手伝いをします。（会員募集やイベント告知など）

いなべ市内には、いろいろな活動をしているボランティア団体がたくさんあります。
ボランテイア活動をしてみたい、どんな活動があるか、知りたいなどの相談の場所です。

お気軽にお越しください。
電話でのお問合せ先 74-5806 または、直接、市民活動センターへお越しください。

2019年度の取り組み2019年度の取り組み2019年度の取り組み2019年度の取り組み

とき 6月15日（土）13：00～16：00

ところ 北勢市民会館

芸能関係団体の活動発表です

6月16日（日）10：00～15：00
ボランティア団体の活動紹介
企業の社会貢献活動紹介

00

いろいろなテーマで、話を
します。コーヒーを飲みな
がら、のんびり意見を交わ
します。自由参加です。
月1回、土曜日の予定です。
9：30～11：30 です。

NPOカフェ
開催します

１．助成金講座
２．休眠預金制度の説明会
３．団体運営のコツ講座
４．その他講座

各種講座を
開催します

まだ使えるのに、捨てるのもった
いない！
欲しい方があれば、差し上げます。
何かお手伝いしたい。
ボランティア活動してみたい、な
どヒトの交流も進めていきます。

ヒト・モノ
交流の促進 社会の課題解決に取り組ん

でいる団体を指定して、個
別支援を行います。その団
体と一緒になって活動を支
援します。

団体の
個別支援



他国の文化に触れるには、言葉から…他国の文化に触れるには、言葉から…

ふくらませて もりあげよう あげきのおひなさん
はなもも会 ＆ バルーンアートの会

市民活動の輪つな
がれ！
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　その「あげきのおひなさん」を盛り上げるため、2月17日（日）
ウッドヘッド三重で、来場の子どもたちにバルーンがプレゼン
トされました。バルーンを作ってくれたのは「バルーンアート
の会」。犬や刀の形をしたものから花に見立てたブレスレット
をもらった子どもたちはとっても喜んでいました。
　桃の節句にうれしいプレゼントでしたね。
※一部、きらきら基金のパートナー助成が充てられています。

　春の気配を感じる2月16日（土）～3月3日（日）、阿下喜
にて「あげきのおひなさん」が開催されました。
　メイン会場のウッドヘッド三重に飾れらた、大ひな壇の約
800体のひな人形は圧巻！来場者を驚かせます。
　この飾り付けは、はなもも会（メンバー12名）が毎年行な
っています。阿下喜がかつて活気づいていた頃のにぎわいを
取り戻そうと、このイベントを始め、15回目となります。
　今では観光バスが立ち寄るほどのいなべ市のイベントとな
っています。着物を来て巡る方も増え、華を添えました。

　1月23日（水）、NPO法人子どもアイデア楽工の
山上敏樹理事長にお話を伺いました。
　前職、本田技研工業の「子ども研究」参画を機に、
イマの子どもに危機感をもち、遊びながら学ぶ独自
の「能動型体験型学習法®」を考案。ネットや塾に
時間を使いすぎるよりも、規則正しい生活が大切な
こと、またついつい口や手が出てしまう子育てを、
「教えない教育」に変えて、子ども達の可能性を引
き出すためのヒントを学びました。「すごい」「それで、それで」「ほかには」「なるほど」の4つの魔法の言
葉です。褒める、考えを発展させる、創造を促し、高める。このことが子どもの「自ら考える力」がつく
ことに繋がるそうです。後半のワークショップでは、楽しい工作を学び、あっという間の2時間でした。
　参加者は「楽しい時間でした、このワクワクを子ども達に感じてほしい」、「言葉の掛け方次第で変わる
のですね、もっと余裕をもって向き合いたいです」など、好評でした。子育てとは、親育ちなのだと思い
ました。

参加者
募集

参加者
募集

市民活動掲示板

　4月20日（土）に開催する「第31回北勢線の魅力を探る」のコースの確認（7km）と、タイムスケジュール
作成などを行ないます。一緒に歩きませんか？
★日時　3月21日（木・祝）10：00～12：00
★行程　集合 馬道駅 ～ 金井橋 ～ 東金井春日神社 ～ 須賀神社
　　　　～ 小杉食品 ～ 員弁川水道橋 ～ 在良駅（解散）
★申込　TEL 080-3073-3313　E-mail j-kondo@cty-net.ne.jp
　　　　北勢線の魅力を探る会　代表：近藤

「春の種まき講習会と菊の挿し木」
講習会

「春の種まき講習会と菊の挿し木」
講習会

「春の種まき講習会と菊の挿し木」
講習会

　恒例となりました夏野菜の種まきと本年は初となる「彼岸
菊」の挿し木の植え付けをします。
　人数限定で募集します。初心者も歓迎です。
★日時　4月8日（月）9：30～11：30
★場所　藤原町下相場543　川瀬博信宅
★内容　野菜（きゅうり、トマト、ナス、ピーマン、
　　　　かぼちゃ、黒ししとう、いんげん豆）
★講師　川瀬博信氏
★会費　500円（種代ほか）
※当日種まきしたポットは
　各自持ち帰ります。
※事前申込み要
　0594-74-2425（渡辺）
　つちっこの会

春うらら
～民謡のつどい～
春うらら

～民謡のつどい～
春うらら

～民謡のつどい～
　あげきっ子民謡保存会15周年記念
イベントを開催します。伝統芸能をお
楽しみください。
★日時　4月28日（日）
　　　　12：30開場　13：00開演
★場所　北勢市民会館 さくらホール
★入場　無料
★主催　藤本流民謡（撫子民謡会、藤

捷会、あげきっ子民謡保存会）

たった4つの言葉で子どもの能力を引き出す
子育て応援講演会開催しました

募集
春の下見ウォーキング春の下見ウォーキング春の下見ウォーキング

★中国語（毎週土曜日）　陳 舜先生
　　一般初級クラス 9：30～10：30
　　一般中級クラス 10：30～11：30
★韓国語（毎週金曜日）　李 正蘭先生
　　一般初級クラス 20：00～21：00
★場　所　いなべ市国際交流協会（大安町平塚）
★受講料　6ヶ月分前払い　一般 27,000円
★年会費　2,000円
※詳しくは事務局までお気軽にお問合せください。
　TEL 78-4848（月・水・金）
　いなべ市国際交流協会　担当：小林

の文 からの文化 触れる は、言葉から

中国語・韓国語講座中国語・韓国語講座中国語・韓国語講座
★特別企画
4月6日、20日、5月18日、25日、
6月8日、22日
土曜日　毎回9：30～11：00
毎週火曜日、木曜日は従来通り
＊各自、ノートパソコン持参のこと
★場　所　いなべ市市民活動センター
　　　　　（員弁老人福祉センター）の会議室
★参加費　1回 100円
※詳しいお問合せは、YYパソコン塾 出口まで
　携帯 090-8155-8028

4月より入門、初級クラス、開講します4月より入門、初級クラス、開講します入門 初級クラスり入門 初級クラス 開講し

YYパソコン塾YYパソコン塾YYパソコン塾
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