
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C L I P 
 

伊賀市市民活動支援ｾﾝﾀｰ情報紙 くりっぷ 

2019

夏号 

NO.3

1 

 

     連続講座 伊賀流地域づくり塾 

      ～課題解決へのはじめの一歩～ を開催します！ 
地域の強みを活かし、伸ばしていくために必要なものは何か？  

地域の課題があるが解決の手法がわからない。 

そんな疑問にお答えするため、住民自治活動や市民活動の初心者でも安心 

して参加できる連続講座を開催します。興味のあるテーマのみの参加も OK です！ 
＊受講料無料/申し込み必要/定員に達し次第締め切ります  

 

【第 1 回】 コミュニティビジネス はじめの一歩 
課題解決ビジネスの考え方・作り方 
地域の困り事を解決するには、「市民が主体となり、適切な対価を得て解決していく」有償の方法があ 

ります。それがコミュニティビジネスです。この講座はコミュニティビジネスの考え方をご紹介する初級

者向けワークショップです。 

７月 25 日(木) 午後 1 時 30 分～4 時 

講師：NPO 法人Ｍブリッジ 米山 哲司さん 
 

【第 2 回】 補助金申請 はじめの一歩 
非営利組織の資金調達あれこれ 
地域課題解決のための活動資金を得るには、資金調達の考え方が大切です。この講座では、非営利組織 

の活動資金の種類や、補助金申請の際に注意すべきポイントを、事例を交えて解説します。 

９月２６日(木) 午後７時～９時 

講師：NPO 法人Ｍブリッジ 澤  卓哉さん 
 

【第 3 回】 プレゼンテーション はじめの一歩 
伝えることの基礎知識 
地域の活動や事業を行う上で、多くの人に「知ってもらうこと」「興味をもってもらう 

こと」は大切です。この講座では、伝えることの基礎知識や、身近なモノを使った 

プレゼンテーション体験を通じて、初めてのプレゼンをやさしく解説します。 

11 月 12 日(火) 午後 1 時 30 分～4 時 

講師：NPO 法人Ｍブリッジ 濱田 昌平さん 

 

会場：伊賀市ゆめぽりすセンター 大会議室 

 

【問い合わせ・申し込み】 伊賀市市民活動支援センター 
伊賀市ゆめが丘 1-1-4（ゆめぽりすセンター内） ℡：22-1511/Fax：22-0317 
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代表者：宮崎 直子さん     会員数：16名 

 

                                                                        

 

                                                                                       

子育て支援グループ 

てんとうむし 

形劇団に加入することになりました。劇団で活動していくうち仲間との交流が生まれ、また、あちこちの保育園を

回ることで地域のこと、子育てのことなど、いろいろな情報が得られるようになりました。それがとても楽しかったん

です。 そこで、自分が子育てを卒業してから、子育て中のお母さんのために何かできないかと思い、ファミリーサ

ポートセンター*の提供会員に登録しました。そして、その提供会員の仲間が集まり、平成 25年 11月に「子育て

支援グループ てんとうむし」を結成しました。てんとうむしのメンバーはみんな子どもの笑顔を見るのが好きという

人たちばかりです。  

 

てんとうむしは、子育てサロン開催を通じて子育て

中のお母さんと子どもを支援しているグループです。

平均年齢が 40～60 歳代という子育ての経験豊富

なスタッフが「子育てに不安を感じているお母さんの

悩みを解消する場となれば…」と読み聞かせや工

作、体操などを行っています。 

 

〇 活動を始めるきっかけ 

 宮崎さんが 25 年前旧上野市に引っ越して来た

時、子育ての情報が全く無く、どこで母親同士の交

流ができるのかわかりませんでした。そんな時、すく

すくランド* で知り合ったお母さんたちが運営する人 

 〇 てんとうむしの活動内容 

てんとうむしは「子育てサロン」として、月

１回ハイトピア伊賀４階のプレイルームな

どで未就学児向けの遊びを紹介していま

す。絵本の読み聞かせ、エプロンシアタ

ー、手遊び、工作、体操など盛りだくさん

の内容です。七夕の時期には笹を用意

して短冊を飾り、１２月にはクリスマス会 

として特別ゲストを呼びイベントを開催します。活動する上で「何かを作るという育児」「絵本の良さを伝える育児」

を実践することを大切にしています。 

 

〇 これからの目標は？ 

 伊賀市内の子育てに不安を持つお母さんが、「ここに来れば、友達が作れる」「子どもの遊び場所になる」「スト

レス解消になる」と思ってもらえればいいなと思います。そして、伊賀市は子育てがしやすいまちだという意識が定

着して、子どもの世代まで、ずっと伊賀市で暮らしてくれたらいいと思います。 

*すくすくランド…市内保育園で運営している地域子育て支援センター   *ファミリーサポートセンター…子育てのお手伝いができる人

（提供会員）と、子育てのお手伝いをしてほしい人（依頼会員）で構成する会員組織で、地域の中で子育てを支え合うボランティア活動 



************************************************************************* 

イベント情報 
三重県上野森林公園 ジオラマ標本づくり 

昆虫標本を基礎から学べます。脚や羽を綺麗に揃えた標本の他にも、実際に昆虫が生活している様子を 

観察して、動きのあるジオラマ標本も作成します。 

とき：8 月 18 日（日）10:00〜16:00  ※雨天時は採集は行わず、13:00 から開始となります。 

ところ：上野森林公園 ビジターコテージ 参加費：1500 円（標本キット代金込み） 

定員：8 組   対象：小学生以上  持ち物：虫取り網、虫かご、帽子、弁当、水筒 

服装：汚れてもよい服装  申込方法：要事前申し込み（7 月 18 日から） 

問い合わせ・申し込み：三重県上野森林公園 ℡22-2150/Fax22-2151 
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NPO支援助成金情報  資料・申請に関する相談は支援センターまで！ 

No 助成金の名称 支援分野 主  催 締切 

1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NPO/NGO ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ

for SDGs 

貧困 

(海外/国内） 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 

CSR・社会文化部 
7/31 

2 社会福祉助成事業 障がい者、難病、虐待

防止 

一般社団法人 松翁会 7/31 

3 社会福祉法人助成事業 障がい者 社会福祉法人 清水基金 7/31 

4 第 29回イオン環境活動助成 環境 公益財団法人 イオン環境財団 8/20 

5 2019年度地域振興助成 天然資源及び文化的

資産の保全・活用を通

じての当該地域のコミュ

ニティの発展 

未利用エネルギーの有

効活用、農と食のイノベ

ーションと地域力アップ  

公益財団法人 前川報恩会 8/31 

6 助成事業(地域文化の振興をめざして) 文化 公益財団法人 全国税理士共栄会 

文化財団 

10/31 

7 芸術活動への助成 芸術 公益財団法人 朝日新聞文化財団 11/28 

8 ふれあい・いきいきサロン支援事業 福祉 伊賀市社会福祉協議会 随時 

 
三重県生涯学習センタージョイントセミナー 

モクモク手づくりファームの未来への挑戦 

―農から食を考えるー 

講師：松尾尚之さん（モクモク手づくりファーム） 

とき：９月 10 日(火)13：30～15：00 

ところ：三重県生涯学習センター３階 

     まなびぃ場情報コーナーみるシル 

受講料：無料 申込：事前申込制・先着順 

問い合わせ・申し込み：三重県生涯学習センター 

℡059-233-1151/Fax059-233-1155 

 

 

三重県内男女共同参画連携映画祭 2019  

伊賀市会場 「美女と野獣（実写版）」 

とき： ８月 24 日（土）1４：０0～16：25 

ところ：あやま文化センターさんさんホール 

料金：無料 

ただし整理券が必要。整理券は 7 月 8 日から配布 

定員：260 名 託児：あり 

問い合わせ・申し込み： 

伊賀市男女共同参画センター ℡22-9632 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

       開館・時間・問い合わせ  

◇ 月曜日～土曜日 （年末年始を除く） 午前 9 時～午後 5 時 

※ 交流スペースは、ゆめぽりすセンターの利用状況によって日曜・夜間の使用可。ただし予約が必要 

◇ 伊賀市ゆめが丘 1-1-4（ゆめぽりすセンター内） ℡：22-1511/Fax：22-0317 

 

************************************************************************* 

◇ 2019年度伊賀市市民活動支援センター利用状況 ◇ 

利用月 情報交流スペース 印刷機 市民活動相談 ブログ訪問者 

４月 24件 134件 18件 4,044人 

５月 24件 91件 16件 ４,287人 

６月 22件 59件 15件 4,404人 

合 計 70件 284件 49件 12,735人 

 

伊賀市市民活動支援センターでは、市民のみなさんが自主的に行う住民自治活動、NPO 活動

やボランティア活動をサポートするため、いろいろな事業を実施しています！ 

市内に居住・勤務・在学している人で構成する活動団体などが、当センターに登録手続きを

すれば、次のサービスを受けることができます。 

 

１．情報発信ができます            ２．印刷ができます 

ﾁﾗｼをｾﾝﾀｰに設置・ﾌﾞﾛｸﾞにｱｯﾌﾟ    白黒片面印刷 1 円/枚、両面２円/枚 

地区市民ｾﾝﾀｰ・公共施設に配布    紙代 A4 1 円/枚、A3B4  2 円/枚 

 団体活動を紹介します！       用紙持ち込みも可 

 

３．みんなの交流の場を提供します     ４．相談を受けます・紹介します 

  交流ｽﾍﾟｰｽを開放しています      活動に関する相談 

ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾛｯｶｰを使用できます    団体のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ紹介など 

 

 

 

 


