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私たちの声を聞いてください

笑えない「社会課題」の見え方がぐるりと変わるプロジェクト全解説
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ヴォーカルアンサンブル　　ヴォイシーズ

VVoices



なやプラザ利用団体ご紹介 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、
仲良しグループが、 息の合った美しいハーモニーを奏でる 「Voices」 をご紹介します。

2012年結成
全員、四日市少年少女合唱団
出身で幼少期よりハーモニー
を奏でることに親しんできま
した。
「またハモろうよ」と仲良し
メンバーが集まりました。

https://m.facebook.com/voices.chorus/posts
https://www.instagram.com/voices_chorus/
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100 歳まで続けたい100 歳まで続けたい

練習は月 2～３回
不定期で午前中

などバラード系の歌が好評です。
♪糸　♪ありがとう　♪手紙

コンサートでは、

パートはソプラノ ・ メゾソプラノ ・ アルト

　　

パートはソプラノ ・ メゾソプラノ ・ アルト

　　

気の置けない仲間たち

ヒャッハーヒャッハー

みんなで
歌の練習したり
おしゃべりするのが
楽しいです。

＜活動＞
2015 年　・まちかどコンサート（デビューステージ）
2016 年　・「とどけよう！明日の希望を」
　　　　　　　東北の次世代を支援する会　第 3回コンサート
　　　　　・員弁子育て支援センター　なかよしひろば
　　　　　・企業様　春のミニコンサート
　　　　　・大安子育てサークル　さくらんぼの会　ミニ LIVE
　　　　　・個人様宅ケーキバイキング
2017 年　・鈴鹿一宮保育園　あそぼうデー
2018 年　・白子保育園　お誕生会
　　　　　・員弁西保育園　お誕生会
　　　　　・白子保育園　ミニコンサート
2019 年　・Voices 1st Concert ～真夏の夜のハーモニー～
　　　　　・企業様　クリスマスパーティ
2020 年ー 2021 年　コロナ感染拡大防止のため、コンサート
　　　　　　　　　　中止
2022 年　・まちかどコンサート FINAL

　　　　

ただいま会員は募集してはおりませんが、
ご依頼いただければ、どこにでも歌いに
まいります。出演依頼、お問い合わせは
　　Facebookページにメッセージを
　　　　　　送信願います。

ただいま会員は募集してはおりませんが、
ご依頼いただければ、どこにでも歌いに
まいります。出演依頼、お問い合わせは
　　Facebookページにメッセージを
　　　　　　送信願います。

ご依頼募集中ご依頼募集中

　きれいにハモれた時が、
「自分は必要な存在なんだ」
　と思える瞬間です。

本日の練習曲は  ♪いのちの歌

　　♪虫の声　 ♪雪やこんこん

　　♪待つわ   ♪われは海の子
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皆さんは「エシカル消費」という 

言葉をご存じですか？ 

エシカル消費（ethical＝「倫理的」「道徳上の」）と

は、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動のこ

と。まだまだ馴染みの薄い言葉ですが、消費者一人ひ

とりがエシカルな考え方で買い物をすることは、社会

や地域を変える大きな力を生み出します。 

9月 10日（土）、四日市市主催の本イベントでは、地

域密着の食品スーパー「スーパーサンシ一番街店」で

ふだんの買い物を振り返りながら、生活の中に隠れた

“人”や“環境”に優しいエシカルな食品を学びまし

た。今回はそのイベントの模様をレポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問です】商品を購入する時、何を

みて、どのように選んでいますか？ 

主 催   四日市市（市民協働安全課） 

企画・運営 公益財団法人ささえあいのまち創造基金 

イベント参加報告 特 集 

買い物で学ぶ 

エシカルな 

たべもの 

「価格が安い」「品質」「安心安全」「おいしそ

うなもの」「旬のもの」「産地や生産者」「ど

んな企業の商品か」「環境に優しいもの」「ク

チコミ」「すぐ食べるものは賞味期限の近い

ものから買う」「レシピを考えながら」etc. 

皆さんの回答 

特定非営利活動法人 Ｍブリッジ 

エシカル推進チーム 

統括マネージャー   安原 智子さん 

＜Mブリッジ エシカル推進チーム＞ 

2012 年発足。三重県のエシカルなものを

紹介するサイト「ミエシカル」の運営を

始め、食品ロス削減プロジェクトや事業

者を交えた商品レビュー会など、「ローカ

ル×エシカル」の推進 

に取り組まれています。 

講師・インストラクター 

「商品を購入すること」には 

どんな意味があるのだろう？ 

2022 年 9 月 10 日 (土) 14 時～16 時 

トレーニングカフェ Sprout 

スプラウト 

日 時 

会 場 

「ミエシカル」についてはこちら (↑) 
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スーパーサンシでエシカルな 

食品を見つけよう 

サンシさんで製造しているお刺身のパック 

※レインフォレスト・アライアンス認証 

（Rainforest Alliance Certified） 

その農園が持続可能性の 3 つの柱（社会・経

済・環境）につながる手法を用いて生産して

いることを認証する制度。森林や気候、人

権、生活水準をテーマに基準を設けている。 

毎日のお買い物で、社会や 

地域の未来を変える 
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これは遠く離れた国で起きた、私たちと 

は関係のない事故だったのでしょうか？ 

こうしたマークの存

在をあまり意識して

いませんでした。 

＜アップサイクル？＞ 

アップサイクル（UPCYCLE）とは、本来捨てられるはずの

製品に新たな価値を与えて再生させることです。イベン

トではその例として、捨てられるはずだった野菜をアッ

プサイクルしたお菓子『ベジッフル』を試食しました。 

安原さん：「エシカル推進チームが県内企業や学生さんと協力して開発したエシカルなクッキーです。

実はこの中に、まだ食べられるのに捨てられるはずだった野菜がたくさん使われています。柑橘味を食

べた方は何の野菜が入っていたか分かりましたか？ 答えは大根。サクサクの触感に仕上がりました。」 

皆さんの気づき 

商品にかかわる生産

者や企業の努力が感

じられました。 

おいしく食品ロスが削減できる「ベジッフル」 
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… イベントや事業の企画、運営を

中心になって行う人や団体のこと。「〇〇実行委

員会」がなることが多いです。 

（※「主催」する人や団体は責任が生じます。も

しイベント開催中にトラブルが起きた場合は、そ

の責任を主催者は負う必要があります。） 

 

 

… 複数（2 つ以上）の団体が共同で

主催すること。共催者はイベントや事業の準備を

するときから意見がいえるということです。 

一団体、一企業だけで主催するよりも負担が軽減

されることが、共催のメリットといえます。 

（※責任や費用負担の範囲等について、明確にす

る必要があります。） 

 

 

… イベントや事業の趣旨に賛同し、

主にモノや金銭面で援助すること。スポンサーや

パートナーと呼ぶこともあります。協賛側として

は、金銭等を援助することで、イメージや知名度

の向上が見込めるというメリットがあります。 

 

 

… 主に金銭的、人的支援がなく、

物事がうまく進むように後ろ盾となって援助する

こと。自治体の多くは、その趣旨に賛同する事業

に対して名義後援を受付けています。 

（※イベントや事業で発生したトラブルについて

は責任を負いません。） 

 

【四日市市へ後援申請する場合】 

文化課 … 文化芸術の振興や地域の文化遺産の保

存・継承を目的とした事業の場合 

スポーツ課 … スポーツ振興を目的とする事業の

場合 

その他、事業目的に沿った所管部署へお問合せく

ださい。 

 

 

 

 

主催者や共催者になった場合、大切なのは「挨

拶」です。 

イベントや事業のスタートの際、主催者もしくは

共催者の「挨拶」から始まることが多いです。

「挨拶」で良い印象を与えることは、そのままそ

のイベントや事業のイメージ向上、また団体や企

業のイメージアップにもつながります。挨拶のポ

イントは 2 つ。 

① 感謝の気持ちを伝えること 

② イベントや事業の目的を伝えること 

 

 

 

ちょ っと役立つ 

市民活動 
『主催』『共催』『 協 賛』

『後援』の違いについて 

主催 

ンサートや展覧会、スポーツ大会などのイベントや事業では、よく見かける表現があります。 

「主催」「共催」「協賛」「後援」。これらはどういう違いがあるのか知っていますか？知っている

ようで意外と知らない違いについて、簡単にまとめてみました。 

コ 

共催 

協賛 

後援 



著者 ： 小国士朗　　発行所 ： 株式会社 光文社
発行日 ： 2022 年 3 月 30 日

『笑える革命　　　　　　　　　　　　　　　　』

なやプラザのココ

　図書コーナー（事務所の前の廊下）では、市民活

動に役立つ本の貸出をしています。

◎NPO 関連では、「NPO って何？」から始まって、法

　律や会計に関する本まで幅広く。SDGs の解説本や

　様々な社会課題を取り扱う本も。

◎円滑に会議を進めるためのハウツー本は自治会・

　町内会の運営にも役立ちます。

◎情報発信には SNS や Zoom、写真の撮り方に関する

　本。超入門書からコロナ禍でバザーを開けない団

　体のために、フリマアプリの活用ガイドなんて本

　まで。

色々な切口から市民活動に役立つ本を揃えています。

又、各団体の広報紙や市民活動に関する資料なども

自由に閲覧できます。

『～なやプラザに本を読みに来てください～

　　　　　　　　　　　　　 < 図書コーナー紹介 >』
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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。＞

市民活動に携わっている方も、携わっていない方

も、手に取ってみたくなる本が見つかると思います。

ご来館の折には、皆様ぜひ一度図書コーナーに足を

運んで下さい。

　NHKのデレクターであった筆者が手掛けたプロジェ

クト「注文を間違える料理店」「レインボー風呂ジェ

クト」「deleteC」等々はいつからか「笑える革命」

と呼ばれるようになった。経験、試行錯誤を重ねて

見つけた「太陽」のようなアプローチは一朝一夕に

出来たものではない。「大切な事が伝わらない」葛藤

と向き合いながら１０年を乗越えて筆者なりのやり

方を見つけた。

企画を考えるポイント「今なぜこれを伝えるか」「こ

の指とまれ」自分だけでない「あつまれ・想い」など。

皆が思わず前のめりに乗っかりたくなる。

あたたかくニコニコと取り組みたくなる。

テーマに興味を持っていなかった人達がどんどん集

まって大きなうねりとなり、社会を変えていく。

そんな事例が（成功の秘訣）平易な表現で語られる。

取り組んでいるテーマは認知症、LGBT, がん等のや

や重い社会課題だが興味深く楽しく読める一冊であ

る。

～ スタッフだより ～

～ スタッフだより ～

貸
出
期
間
２
週
間

笑えない 「社会課題」 の見え方が、
ぐるりと変わるプロジェクト全解説



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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＜内　容＞
　公園内の段差や手すりを使った運動や、効果的なウォー
　キングなどを学び継続的な健康づくりに取り組む
＜日　時＞　10月18日、10月25日、11月1日、11月8日
　　　　　　（毎週火曜日）
　　　　　　AM 10:30～AM 12:00
＜場　所＞　中里緑地（四日市市中里町1-4）
＜対　象＞　市内在住18歳以上（参加無料）
　　　　　　※疾病・ケガ等により医師の指示による
　　　　　　　運動制限がない人
＜定　員＞　20人（応募多数の場合は抽選、結果は応募者
　　　　　　　　　 全員に通知します）
＜申込方法＞　
　教室名、住所、名前（ふりがな）、生年月日、年齢、
　電話番号、心臓病・不整脈の有無（ある場合は病名）、
　運動制限の有無を、はがきか電話、ファクスで、
　または直接、健康づくり課窓口（市役所７階）へ
＜受付締切＞　10月5日（水）必着
 
 ※雨天中止、又は災害・感染症等により、内容の変更や
　 教室を中止する場合があります。
＜お問合せ先＞
　四日市市役所 健康づくり課
　〒510-8601　四日市市諏訪町1-5
　 TEL︓059-354-8291 / FAX︓059-353-6385

発行日：2022年  9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。

2023年度
環境市民活動助成  募集のご案内

2023年度
環境市民活動助成  募集のご案内

＜対象団体・活動＞　
　●環境活動を行っている国内のNPO法人、一般社団法人、
　　任意団体（自治会、町内会含む）
　●日本国内に活動の場を有する団体
　●地域住民が主体的に行う非営利の活動であること
　●政治、宗教活動を目的としておらず、反社会的な勢力
　　とは一切関わりがないこと
　　※活動助成、NPO基盤強化助成は別途申請条件あり
　対象外…上記以外の法人、観光協会、商店会など
＜助成の種類＞
　●地域美化助成　●活動助成　●NPO基盤強化助成
　※助成の詳細は下記HPでご確認ください。
＜助成対象期間＞　2023年4月1日～2024年3月31日
＜募集期間＞（いずれも当日消印有効）
【地域美化助成】2022年9月15日（木）～10月5日（水）
【活動助成】及び【NPO基盤強化助成】
　　　　　　　2022年10月11日（火）～10月31日（月）
※応募方法、助成内容など詳しくはこちらのウェブサイト
　にてご確認ください。https://www.7midori.org/josei/
＜お問合せ先＞
　一般財団法人 セブン-イレブン記念財団
　〒102-8455　東京都千代田区二番町８番地８
　TEL︓03-6238-3872 / FAX︓03-3261-2513
（電話受付時間 9︓30～17︓00 ※土・日曜日を除く）
　メール︓oudo.23@7midori.org
　URL︓https://www.7midori.org/

イベント紹介

青空教室青空教室

◆セブン‐イレブン記念財団の「環境市民活動助成」
は、お客様がセブン‐イレブンの店頭募金を通して、
地域の環境市民活動を支援する助成制度です。
地域の環境問題を地域の市民が主体的に解決するため
に、さまざまな角度から支援し、市民主体の地域社会
の実現を目指しています。

10/18、10/25、11/1、11/8
(毎週火曜日)

令和４年度 なやプラザ市民協働まつり
開催�します！
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◆市内の様々な市民活動団体、企業などの社会貢献活
動や市民協働の事例を展示し、市民の皆様と楽しく交
流するイベントです。市民団体によるステージパフォ
ーマンスや、バザー、体験会も予定しています。市民
活動の拠点として取り組みを進める「なやプラザ」に
ぜひお越しください。　　 ～四日市市なやプラザ～

入館自由 無料

一般財団法人セブン-イレブン記念財団

＜日 時＞　10月10日（月・祝）  10:00～16:00

＜場 所＞　四日市市なやプラザ （校舎・体育館）


