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今月からページ増量・隔月発行になります。
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イラスト Lab ストーリー・ クロッキー会
今までいろいろな教室で、 たくさんの描く人と会ってきました。
そこで思ったのは、
「どなたでもすでに自分の世界を持っている」
ということ。
そのままで素晴らしいし、みんなちがってみんな良いということ。
他者と比べずに自分の内側を探求してほしいと思い 2021 年 6 月に
教室を作りました。

どなたでも参加できます！初心者大歓迎！

会員数：4 名
会 費：人物クロッキー 一般 800 円・学生 500 円 / 月
練習日：第 3 日曜日 13:30 〜 15:30
見 学：日時が変更になる場合があるので、
連絡を取ってからお越しください。
連絡先：０７０‐８９００‐３２８０（伊達）
Instagram
メールアドレス：mizubato15@gmail.com

時間は 20 分、10 分など決められた時間で描き上げます。
ひえ〜

絵が上達するには
クロッキーが一番の早道
と聞き、 参加しました

クロッキー（仏 :croquis）
短い時間で形や量感を大まかにとら
えて描いていきます。 特別な道具は
いりません。紙と鉛筆（2B-6B)、消
しゴムがあれば OK。なければお貸し
します。モデルは交代で。

集中！

あと 3 分

見る力が
つきます

汗っ

子どものころから
絵を描くのが好きでした。
油絵以外の画材は持っています
いろんなものに挑戦したい。
好きな日本画家は加山又造
彫刻は柳原義達
好きな画家はアンリ ・ ルソー
漫画家は荒木飛呂彦
彫刻では、 はしもとみお

年を重ねてから、
今までにしてこなかったことを
やってみました。 とても楽しい
です。 舞妓さんが大好きで夢
は舞妓さんを描くこと。 好きな
タイマー
日本画家は伊藤小坡

➡

クロッキーは
初めてです。 絵を
描くモチーフは雑貨系
がほっこりして好きです。
好きな画家はアンリ ・
ルソー

代表 : 伊達千恵さん / 講師名 : mizubato（ミズバト）
透明水彩画作家・イラストレーター・
グラフィックデザイナー
ものがたりを感じるイラストレーション
や本の世界が好きです。
皆さまに描くことの楽しさを伝えたい。
現在、なやプラザ・クロッキー会のほか
に新ペアーレ四日市にて「たのしいイラ
スト画」
（透明水彩・アクリル等）を開講。
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（しょうは）

この緊張感が
たのしい

教室作品展のおしらせ

5/20（金）-22（日）
10:00‐17:00

(

初日 12:00 〜
最終日 〜 15:00

)

四日市市文化会館
第 4 展示室

なやプラザ
事業報告 後半

市民団体による
コロナ禍での活動を
検討する in 四日市
コロナ禍を振り返り、今後の活動につなげよう!

コロナ禍におけるオンラインを活用した
持 続 可 能 な 自 治 会 運 営 の 試 み

Zoom

コロナ禍におけるボランティア活動
～うつべ農園の考える時節に応じた取組～

イベントの最後は、参加者の方からの質問にお答えいただきました
Q. 人と人とがふれあう（集まる）活動に懸念を示す人もいます。
どうすれば、理解していただけるでしょうか？
四日市 D サポート

三原さん

梅が丘自治会

橋爪さん

うつべ農園
上さん

開催者から

みえ市民活動ボランティアセンター

センター長 新海 洋子さん

ささえあいのまち創造基金（なやプラザ指定管理者） 理事 松井 真理子

ち ょ っと 役立つ

市民活動
コ

著作権や肖像権は大丈夫？
～写真を正しく使うためには～

ロナ 禍で人と 会う機会が少 なくなっ ている今、市 民活動を 行ううえでも 、ホーム ページ や
SNS 等による情報発信が大切になってきています。どんな活動をしているのか、どんなイベント

や講座があるのか、写真を使って情報発信している団体も多いと思います。
今回は写真を使って情報発信する際の、著作権や肖像権に関する注意点のお話です。

著作権

… 文化的な創作物（文芸、学術、

いことを伝えましょう。

美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、

・他人が撮った写真をホームページや SNS 等に掲

感情を操作的に表現したもの）を保護の対象とし

載したい場合は、その写真を撮った人に、ホー

た権利のことです。

ムページ等に掲載してよいかの確認をとりま

例えば、自分が写真を撮影した場合、その写真

しょう。その写真に人が写っている場合は、そ

を撮った自分に著作権があります。（団体活動で

の写真を撮った人に、写っている人がホーム

撮影した写真は、撮影者が属する団体が著作権を

ページ等に掲載されてもよいかの確認をとって

持つことが通例）

もらいましょう。

肖像権

… 自分の顔や姿をみだりに他人に

撮影、描写、公表などされない権利のことです。

2. イベントで大勢の人を写真にとる場合の注意点

例えば、自分が写真を撮影した場合、その写真に

・イベントのように、参加している全ての人に撮

写っている人には肖像権があります。

影やホームページ等への掲載の了承をとること
が不可能な場合は、「広報」といった腕章等を

このような著作権や肖像権の観点から、情報発

付けて、目的がわかるようにしましょう。

信する際に注意する必要があります。

・遠くから写真を撮って人がわか
りにくくしたり、後ろをぼかし
たり等、写真の撮り方に工夫す

1. 活動の様子を写真に撮って、ホームページや

ることも一つの方法です。

SNS、広報紙等に掲載したい場合の注意点
・相手の方に、写真を撮ってよいか、その写真を
写真以外では、無料のイラスト素

ホームページや SNS 等に掲載してよいかの確認

材を使う場合にも注意が必要です。

をとりましょう。
・講座やセミナー等の場合は、最初にホームペー

インターネットには無料の素材をダウンロード

ジ等に写真を使用する場合があることを伝えま

できるサイトがあります。ただし、無料であって

しょう。

も著作権を放棄しているわけではありません。使
用する前に必ずサイト内の利用規約等を確認しま

・確認せずに撮った写真を後日、ホームページ等

しょう。

に使用する場合は、あらためて本人に使用した

【参考】認定 NPO 法人新潟 NPO 協会、公益社団法人著作権情報センター
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～ スタッフだより ～
なやプラザ図書紹介

この本、読みました 『「食品ロス」 をなくしたら

１か月 5,000 円の得！』

著者 ： 井出留美

発行所 ： マガジンハウス

発行日 ： 2019 年 6 月 27 日

表紙の５０００円の文字が、チラシ大好き主婦の
私の目に留まりました。
一ヶ月に５０００円得になる…本当かいな？
この本は如何にして食品ロスを減らすかという内
容なのですが、すべてをお金に換算して「これだけ
お得でしょ」と示されると食品ロスやＳＤＧｓにあ
まり見識もなく関心も薄い私にもよくわかります。
年間の食品ロスの量は日本で食べられているお米
の量に匹敵し（約５７０万トン）、それは世界の食
品援助量（約４２０万トン）の１．４倍なんてビッ
クリです。食品ロスといえば企業や業界の問題と

かと思った次第です。

思っていましたが、半分弱が家庭で捨てられた物と

さてさて、値上げラッシュの昨今、５０００円獲

いうのも驚きでした。この本を読んで、毎日の生活

得のため、先ずは冷蔵庫の野菜室から我が家のＳＤ

を見直し家計を救うことは遠い未来の地球を救うの

Ｇｓを始めてみますか。

＜ご紹介した書籍は、 なやプラザ館内の書籍コーナーにて貸し出しをしております。 その際はお声掛けください。＞

館内紹介

なやプラザのココ

「 今 回はグランド、 体育館周辺
にある花壇のご紹介」
体育館南側の花壇
は、秋に校庭の定番
パンジーと菜の花を
植えました。
春先は菜の花がにぎ
やか。 パンジーの
花の後は、これまた
定番のマリーゴールドとひまわり、コスモスを植え
ます。
春は園芸好きには心
弾む季節ですが、雑草
との闘いも始まります。
敷地内の除草は年 4 回
実施します。
樹木の選定も都度実施
して、利用者の皆さん
が気持ちよく使っていただけるよう環境整備に努め
ています。

数年前からグラウンド南側の花壇でワイルドフ
ラワーを育てています。金魚草、金盞花（きんせ
んか）、アリッサム、ルピナスなど色々な花の種
がミックスで入っていて、秋に蒔いておけば春か
ら秋まで色んな花が咲き続けてくれます。
しばらくすると縁取りに植えた球根の多年草、ア
マリリスが彩りを添えます。
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イベント紹介
四日市市
新型コロナ・子ども支援プロジェクト
補助事業のご案内 募集期間
第1回： ～5月19日（木）

第2回：8月22日（月）～ 9月21日（水）

◆コロナ禍で苦しむ子どもや保護者を支援する団体
に、支援活動経費を補助する事業が始まりました。
こども食堂や食料・衛生用品の配布活動を検討して
いる市内NPOの皆さん。補助金を活用して支援を始め
てみませんか？

公園・夢プラン大賞2022 募集！
公園財団

募集期間 ～9/30(金)

◆「公園・夢プラン大賞」は、全国の公園緑地等を舞台に、
市民による自由な発想で実施されたイベントや活動、これ
からやってみたいアイデア・プランを募集し、審査表彰する
もので、公園を楽しく使いこなす人々をさらに増やしてゆく
ことを目指しています。

～「実現した夢」部門 ～
＜募集内容＞
公園で行われ、皆さんの「夢の実現」となった、素敵な
＜対象者＞ 市内に在住、または通勤・通学する市民など
イベントや活動を募集します。
を構成員に含み、市内で活動する市民活動団体、NPO法
＜表彰＞
人、企業など
最優秀賞︓賞状＋副賞（10万円のギフト券）×1本
優秀賞︓賞状＋副賞（5万円のギフト券）×2本
＜補助金＞
入選︓賞状＋副賞（1万円のギフト券）×5本
（１）新型コロナ・子ども支援プロジェクト補助金︓補助
※入賞・入選者にはホームページ等で使えるエンブレム
対象経費の3分の2（補助限度額50万円）※継続事業も申
を贈呈
請可（補助限度額30万円）
※他薦の場合は、賞状および副賞は、夢を実現させた団
（２）支援対象児童等見守り強化補助金︓補助対象経費の
体・組織へ贈呈
全額
～「やりたい夢」部門 ～
＜募集期間＞ 第1回 4月20日（水）～ 5月19日（木）
＜募集内容＞
第2回 8月22日（月）～ 9月21日（水）
公園で「やってみたい」「できたらいいな」という楽し
※応募金額が予定金額に達した場合は、その時点で募集
いイベントや活動のアイデアを募集します。
を終了します。
＜表彰＞
＊申請を希望する団体は下記リンク先の内容をよく読み、
最優秀賞︓賞状＋副賞（5万円のギフト券）×1本
申請前にこども未来化・こども家庭課へご相談ください。
優秀賞︓賞状＋副賞（3万円のギフト券）×2本
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/16
入選︓賞状＋副賞（1万円のギフト券）×5本
●結果発表
48215249523/index.html
12月上旬頃、「公園・夢プラン大賞」HP上で公開（受賞
＜お問合せ先＞
者には直接お知らせします）。
●新型コロナ・子ども支援プロジェクト補助金
＊その他の詳細は下記ホームページにてご確認ください。
四日市市役所 こども未来部 こども未来課（総合会館3F）
↳ https://yumeplan.prfj.or.jp/
〒510-0085 四日市市諏訪町２－２
【主催】一般財団法人 公園財団
TEL:059-354-8038 FAX:059-354-8061
【共催】一般社団法人 日本公園緑地協会
E-mail:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
【お問合せ先】
●支援対象児童等見守り強化補助金
〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル 2階
四日市市役所 こども未来部 こども家庭課（総合会館3F）
一般財団法人 公園財団 「公園・夢プラン大賞」係
〒510-0085 四日市市諏訪町２－２
TEL︓03-6674-1188 （担当︓川田・森崎）
TEL:059-354-8276 FAX:059-354-8061
FAX︓03-6674-1190
E-mail:kodomokatei@city.yokkaichi.mie.jp
E-mail︓yumeplan@prfj.or.jp

ホームページ：https://npo-naya.jp
◆メールアドレスはホームページよりご確認ください。

車はこちらから

TEL：059-357-1370 ／ FAX：059-357-1371

至湯の山街道 １６４

近鉄よっかいち

（徒歩にて JR 四日市駅から10分、相生町バス停から5分）
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イベント紹介欄の情報を募集しています。 イベント、
メンバー募集、ボランティア募集 等、
チラシ等を持参していただければ掲載させて頂きます。
チラシは複数用意していただければ館内に設置させて頂くこともできます。紙面の都合上、掲載できない場合がありますので、ご了承ください。

