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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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◇なやプラザ利用団体ご紹介：「翔音‐かのん‐」            
◇なやプラザ事業報告 : 市民協働と「コープみえ四日市エリア会」  
◇ちょっと役立つ市民活動：「ボランティアの募集を始める前に」     
◇スタッフだより　　　　　　　　
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心に響く和の音色

認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら？

基本的には柱があるのが「箏」、ないのが「琴」基本的には柱があるのが「箏」、ないのが「琴」
← ことこと ことことじじ
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なやプラザ利用団体ご紹介

ーかのんー

音が空高くはばたき、たくさんの人々の心へ届く

音楽を目指して「カノン」様式の語源「葦」のように、

まっすぐ誠実に音楽と向き合える会になればと 2005 年

より始まりました。

音が空高くはばたき、たくさんの人々の心へ届く

音楽を目指して「カノン」様式の語源「葦」のように、

まっすぐ誠実に音楽と向き合える会になればと 2005 年

より始まりました。

講師：麗明智翔（れいめいともか）さん　

古典曲からポップス曲

どんな曲でも箏で演奏できる

ように指導。

楽器は教室のを使用しますので

気楽に通えます。

ひとり一人の性格、目標に

合わせてレッスンスケジュール

を組みます。

箏（こと）のレッスン

見学は、連絡をとって
からお越しください。
お問い合わせなどは、
こちらのQRコードか
ら。
または、ホームページ
からお願いします。

日本の伝統楽器

　　箏歴１年です。箏の
　音色が好きで習いたかった。
なんといっても先生がやさしい。
ほめて育ててくださいます。
この年になるとほめられること
がないので嬉しい。
　　Bz、嵐の曲にも挑戦
　　　したいです。

翔音翔音

　　
♪みずうみの詩

和が好きで、

なかでも箏が

一番かっこいい

と思っています

和が好きで、

なかでも箏が

一番かっこいい

と思っています

マイペースにしたい方、
どんどん舞台に出たい方、
曲を創りたい方、他ジャンルと
コラボしたい方
どんな目標でもサポートします！
　　　　　　　　

マイペースにしたい方、
どんどん舞台に出たい方、
曲を創りたい方、他ジャンルと
コラボしたい方
どんな目標でもサポートします！
　　　　　　　　

四日市市なやプラザは、 たくさんの NPO、 サークル、 企業の方にご利用いただいています。 今回は、
箏曲クラブ 「翔音」 をご紹介します。

リズムが良い曲「山の音楽会」
が大好き。弾いていると気持
ちが良くなります。
  今、「千本桜」を練習中
　　　です。

 　　中学一年生です。
　幼稚園での発表会の時に
初めて箏にふれたのがきっか
けで、箏を習い始めました。

ひと味違った 「箏レッスン」 は月 2回　水曜日　午後～夜

ひと味違った 「箏レッスン」 は月 2回　水曜日　午後～夜

弾きたい曲は「春の海」
先生が弾いておられた
のを聞いて、きれいだ
なと思ったので。

　　中学 3年生です。
　母が、ある結婚式で
　箏を弾いているのを
　見てかっこいいなと
　思って小 3から始め
　ました。

 　　仕事帰りに通っています。
　先生は気さくで話しやすいです。
仕事で嫌なことがあってもここに来ると
リフレッシュできます。
中学校から友達に誘われて部活でやってい
ました。三重県に来てから智翔先生の所で
　3年になります。
　　　箏は生活の一部です。

会員：四日市を中心とした 5歳から 80 歳。
　　　学校帰り、会社帰りにレッスンする方も。 「さらし風手事」

（宮城道雄）を
　　練習中！
　

「さらし風手事」
（宮城道雄）を
　　練習中！
　

ふうてごとふうてごと

生田流箏曲麗明社大師範。NHK 邦楽技能者育成会卒業
現代邦楽研究所研究科（現：洗足学園音楽大学現代邦楽研究所）卒業
ビクター伝統文化振興財団邦楽技能者育英賞（ニッパー賞）受賞
三重県文化賞文化新人賞受賞
「みえの文化びと」として三重県公式 HP に掲載中
三重テレビ、NHK ラジオなどにも多数出演。
現在、プロ演奏団体「現代邦楽“考”」（東京）にて活動。箏（琴）・
十七絃・二十絃奏者

https://reimeitomoca.wordpress.com/
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空気の通り道を作るのに

やっぱり五徳は必要だね 

家にある竹細工

の端材が燃料に

使えるかも？ 

加納さん 大津さん 

四日市センター 

職員 田端さん 理事 

服部さん 

下村さん 

※吉次さんはご欠席 

特集 

コープみえ 

四日市エリア会 

空き缶の底にペンチで穴をあけます 
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下村さん： 

私が参加し始めた当時は子どもが1歳、2歳で、

どうしても「母親」という役割が優先されてし

まっていた頃です。だから、社会とのつながりが

できたり、自分が気になっていることにチャレン

ジしたり、自分のための時間を過ごせるのが嬉し

かったですね。あまり家事が得意じゃないので、

家の外に活躍の場を求めていたのかも。 

加納さん： 

コロナ禍の前に開催していたコープカフェ「ぱ

ぴぷぺぽ」には、1 人でいるより誰かとしゃべり

たいという理由で来てくれた人もいました。実際

リピーターさんとは顔なじみになっていたし、私

たちがエリア会に参加する理由と同じで社会とつ

ながりたいという気持ちがあるんだと思います。 

カフェでは地域の交流だけじゃなくて、エリア

会メンバーが気になっていること、やってみたい

ことも取り入れていました。自分の興味のあるこ

となら調べるけれども、その他についてはあまり

知らないことも多い。だから、他のメンバーから

の発案で取り組み始めると、自分の中でもいろい

自然の中で活動を楽しむコープみえの皆さん 

下村さん「エリア会に入ったのは友達に誘われ

て。それからもう 10年近く参加しています。」 

原稿完成後、四日市エリア会 

の皆さんにお話を伺いました 
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ろと新しい発見がありました。コロナ禍でカフェ

ができなくなってしまったのは残念だけど。 

大津さん： 

折り紙や防災食、絵本の読み聞かせ......と、

カフェでは小出しに色々やりました。でも、そう

したやりたいことがあったから、カフェがなく

なっても活動できているのだと思います。今は私

が発案した防災関連に取り組んでいて、ウッドガ

スストーブ作りは、実はコロナ禍に入ってから

久々の野外活動だったんです。防災に取り組みな

がら、自然を満喫できました。でも、私のやりた

いことにみんなを巻き込んじゃってるな。 

下村さん： 

そんなことないよ。（笑）こういう情報を発信

していくのは、大事な取り組みだと思う。 

メンバーそれぞれにやりたいことがあるので、

四日市エリア会は１つのことに集中するというよ

り、いろいろやってみようというスタイル。だか

ら、ずっと試行錯誤の繰り返しですね。コロナが

落ち着いたら、防災の知識と経験を活かしてまた

カフェをやりたいね。 

大津さん： 

うん。それまで、知識と経験が抜け落ちていな

いようにしないと。（笑）

エリア会ニュース「ぱぴぷぺぽ」ができるまで 

どんな内容にするかアイデアを出し合います 

パーツを組み合わせてレイアウトを考えます 

職員さんも加わっていよいよ大詰め！ 

無事に原稿が完成しました 
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募集プランは 5W1H をふまえて考えると、わか

りやすく具体的なプランが立てられます。 

 

 Why？（なぜ？→活動の意味） 

 What？（何を？→活動の内容） 

 Who？（誰を？→どんな人に） 

 When？（いつ？→活動日時） 

 Where？（どこで？→活動場所） 

 How？（どのように？→募集方法） 

 

「どんなボランティアを募集しているのか？」を

しっかり取り入れながらも、無理のない範囲の募

集プランを立てましょう。あまりにも現実離れし

た募集内容になると、ハードルが高すぎて人が集

まらなくなってしまいます。 

 

 

 

 

募集プランを作る時に「誰に（どんな人に）」

アプローチするか決まっているので、その人の興

味をひくようなメッセージを考えましょう。 

たとえば、社会人対象であれば、「仕事のスキ

ルがそのまま役立つ！」「異なる業種の人と交流

できる！」というようなフレーズが興味関心をひ

きます。 

 アプローチ方法は、チラシやポスター、ホーム

ページ、SNS 等さまざまですが、できるだけボラ

ンティアのライフスタイルに合わせた方法で行う

と効率的です。 

 

 

 

ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 を ご 存 じ で す か ？ 

ボランティアが活動中にけがをしてしまったり

物をこわしてしまったりと、不慮の事故にみまわ

れることがあります。 

しかし、ボランティアだからといって、「責任

を免れる」ということにはなりません。せっかく

始めたボランティア活動も、事故などにあっては

台無しです。そこで、万一の事故等に備えて安心

して活動するためにボランティア保険に加入する

ことが大切です。 

全国の社会福祉協議会には、ボランティア自身

が加入する「ボランティア活動保険」や、ボラン

ティア行事で主催者の責任を保障する「ボラン

ティア行事用保険」などがありますので、活動に

あった保険を検討してください。 

詳しくは、お近くの社会福祉協議会にお問合せ

ください。 

 

【参考】 

かぬま市民活動広場ふらっと 

ちょ っと役立つ 

市民活動 
ボランティアの募集を 

始める前に 

募集プランを立てる 

常の市民活動や特別なイベント開催等、ボランティアを募集する団体も多いと思います。 

ただやみくもに「誰でもOK！」と募集してしまうと、自分たちの活動目的やイベントの企画にあ

わない人が集まってしまうことがあります。そのような事にならないように、「ボランティアを募集した

い理由」「どんな人を募集するのか」「何をやってもらいたいか」等を決めておくことで、団体の活動や魅

力、イベントの企画にあったボランティア募集がやりやすくなります。 

  

日 

チラシやHP、SNS等で募集 
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『認知症世界の歩き方
　　　　　　認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら？』

なやプラザのココ

　なやプラザは、廃校になった納屋小学校の校舎を

利用しています。伝統ある学校で、明治 10 年に納

屋学校として開校し、平成 7年に 117 年余りの歴史

を終えました。

　なやプラザの敷地南側に古くて立派な門がありま

す。この門は納屋小学校時代の正門で、私の小学生

時代は敷地東側の国道 23 号線沿いにありました。

創立 100 周年誌によると大正 11 年にできたそうで

す。

『納屋小学校卒業生から見た 「なやプラザ」

　　　　　　　　　　　　 　～歴史ある南門～』
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この本、読みました
なやプラザ図書紹介

館内紹介

＜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。＞

私たちは毎日、この校門を通って登下校していま

した。校門には頑丈で重い鉄の門扉があり、用務員

のおじさんが毎日、開け閉めしていました。

　中部東小学校と統合した後、2年間そちらの校舎

に移して使用されました。しかし新校舎建設で校門

としての役目を終えることになり、なやプラザ南門

としてこの場所に帰ってきました。今はこの南門を

開閉するのも、なやプラザ市民協働まつりの時か非

常時に地域の方々が通られる時ぐらいになりました。

　認知症のある方の心と身体にはどんな問題が起き

ているのか。いつ、どこで、どのような状況で生活

のしづらさを感じているのか。この本は「本人」の

視点でその気持ちや困りごとをまとめ、彼らが生き

ている世界を 13 のストーリーで描いている。

　認知症の症状は一人ひとり違う。「困りごとがあっ

てもうまく説明できない」という本人の気持ち。「本

人に何が起きているのか分からない。どうしたらい

いのか」という周りの気持ち。このすれ違いを減ら

すために書かれた本でもある。

　認知症のある方は昔の自分とのギャップに落ち込

む。しかし好きなこと得意なことで自分にもできる

ことを見つけ、今を楽しむ気持ちを持ちたいものだ。

そのために必要なのは、頼れる仲間や相談できる人

の存在。認知症は高齢者だけの問題ではない。誰も

が当事者に寄り添い、認知症があっても暮らしやす

い社会になって欲しいものである。

～ スタッフだより ～



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。
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＜日　時＞　9月19日（月・祝）　10:00～12:00
＜開催形式＞　Zoom オンライン
＜対　象＞　16歳以上 （三重県内の気候変動対策の取組に興味のある方）
＜プログラム＞
 第１部:「三重県の脱炭素社会をめざして」
               朴恵淑 氏（三重大学特命副学長（環境・SDGs））
 第２部:「地域に根差した再生可能エネルギーへの取組～馬野川小水力発電～」
　　　　　松崎将司 氏（株式会社マツザキ 代表取締役）
　　　  「森林・林業を活かして未来に貢献する」
　　　　　吉田正木 氏（吉田本家山林部 代表）
　　　  「ゼロカーボンシティの実現に向けた桑名市の取組」
　　　　　桑名市役所 総務部 グリーン資産創造課 加賀聖人 氏
 第３部: 脱炭素社会の実現に向けたアイデアや想いを発信︕
             ミッションゼロ 2050 みえ 若者チーム
 第４部: ディスカッション
 ※詳細は、下記URLからご確認ください。
　 https://www.kikonet.org/event/2022-09-19
＜お問合せ先＞
　三重県環境学習情報センター　
　 TEL︓059-329-2000 / FAX︓059-329-2909　　　
　 メール︓info@eco-mie.com
　気候ネットワーク京都事務所
　 TEL︓075-254-1011 / FAX︓075-254-1012
　 メール︓kyoto@kikonet.org

発行日：2022年  7月10日
発行者：公益財団法人ささえあいのまち創造基金
編　集：四日市市なやプラザ
開館時間：9:00 ～ 22:00
休館日：毎月第 2月曜日（祝日の場合翌日）
　　　　12/29 ～ 1/3

（徒歩にて JR 四日市駅から10分、相生町バス停から5分）
〒510-0045　　三重県四日市市蔵町 4-17

TEL：059-357-1370    ／   FAX：059-357-1371
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。

第18回
住まいのまちなみコンクール募集
第18回
住まいのまちなみコンクール募集

＜募集対象＞　
(1) 良好な景観が形成されている一体的な住宅地において、
住まいのまちなみの維持管理活動を行っている団体を対象
とします。各種の社会的課題に対応した先進的なまちなみ
づくりの活動を行っている場合には、当該活動も評価しま
す。
ただし、伝統的建造物群保存地区内の住宅地は、除きます。
なお、維持管理対象の住宅地の住宅は、戸建て住宅に限ら
ず、集合住宅等も可です。
(2) 対象となる団体は、次の両方に該当するものとします。
 ア. 地域の維持管理活動を行っている団体であること。
 イ. 地域の活動の根拠となる規約などが文書化されていること。
※団体の例としては、町内会、自治会、管理組合、建築協
　定等に基づく運営委員会、地域NPO法人などが挙げられ
　ます。なお、法人格の有無は問いません。
＜募集期間＞　～8月31日（水）必着
※応募様式、支援内容など詳しくは下記、住宅生産振興財
　団ウェブサイトをご覧ください。
　https://www.machinami.or.jp/pages/contest.shtml
＜主催＞まちづくり月間全国的行事実行委員会、
　　　　一般財団法人住宅生産振興財団、
　　　　一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会
＜お問合せ先＞
　一般財団法人住宅生産振興財団
　住まいのまちなみコンクール事務局　担当︓沢田・石川
　〒105－0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル5階
　TEL︓03-5733-6733 / FAX︓03-5733-6736
　メール︓contest＠machinami.or.jp

イベント紹介

募集期間　～8月31日（水）
脱炭素への未来に向けた
“社会を変えるアクション”
脱炭素への未来に向けた
“社会を変えるアクション”

◆良好なまちなみの維持管理、運営に取り組む住民
組織を表彰し、受賞団体には維持管理活動の推進の
ために年50万円を3年間支援します。

 9/19(月・祝)

令和４年度 なやプラザ市民協働まつり
！開催！のお知らせ

～四日市市なやプラザ～

　昨年度、一昨年度と新型コロナウイルス感染症拡大
を鑑み、中止させていただいていました なやプラザ
協働まつり を今年度は開催いたします。詳細はあら
ためてご報告させていただきます。
　尚、感染症拡大防止については継続していきますの
でご来館の際はご理解ご協力をお願いいたします。

今年は やるよ!

＜国土交通省まちづくり月間関連表彰＞ 2022年度 環境学習地域リーダー養成 スキルアップ講座
「Go To 脱炭素47都道府県巡り」三重県版 オンライン開催

受講料：無料
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