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◇なやプラザ利用団体ご紹介：「四日市写真協会」           
◇特集：市民協働と「NPO法人四日市Dサポート」 
◇ちょっと役立つ市民活動：「最近聞くことば『メタバース』って何？」     
◇スタッフだより　　　　　　　　
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・なやプラザ図書紹介 この本、読みました：「日本の SDGｓ　それってほんとにサステナブル？」
・館内紹介 なやプラザのココ：「『再生還』から『ふらっとサロン』へ」
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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、
地域に根差した写真クラブ 「四日市写真協会」 をご紹介します。

四日市写真協会四日市写真協会
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代表：三井武さん 講師：中西一夫さん
日本光画会名誉会員

祭などのスナップ写真が好きです。

会員数：18名
会　費：年 5,000 円
例　会：奇数月の第 2日曜日
　　　　午前 9:30 ～ 12:00
会員募集中です
見学は連絡を取ってからお越しください。
連絡先：059-321-6143（三井）

　2ケ月に 1回

各自が持ち寄った作品を

中西先生に見てもらいながら
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の勉強会を行なっている

　“和やか”な会です。

第 22 回はＲ５年 4月の予定

写真を始めて 20年になります。
特に好きなのはネイチャー系です。

「自由作品 1人 3点　テーマ：花のある風景」

今はコロナ禍で
無理ですが、みんなと
いろんなところに
行けるのが楽しいです。
仲間作りが出来ます。

地元四日市
を再発見！

地元四日市
を再発見！

市民展に出すのが楽しみ。
ここに来てみんなの作品を
見せてもらったり、講師の
話を聞いたりするのが
すごく勉強になります。
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以前は年に 5～ 6回は撮影旅行に
行っていましたが、 コロナ禍でしばらく
自粛中。 鎮静後また再開の予定です。

　　　　　　　　（Ｒ4.4月　四日市市文化会館にて）
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特集 

NPO 法人 

四日市 D サポート 
代表：理事長 三原 貴照 

分野：認知症になっても大丈夫な地域
ま ち

づくり 

回想法のテーマ：子供の頃の遊び 

認知症当事者とその家族の 

社会的孤立を防ぐために 
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認知症であっても

社会や人のために

働きたい…… 

認知症当事者が抱えるもどかしさ 

コロナ禍で生まれた 

「新しい手法・新しいつながり」 

法人設立、 

そして次の取り組みへ 

認知症になったけ

れど、まだまだで

きることはある！ 

会場の１つとなったイオンタウン四日市泊 
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みはらぼで使われているミシン 
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メタバースとは、「メタ（超越）」と「ユニバー

ス（宇宙）」を合わせた造語で、インターネット

上で複数のユーザーが同時に参加して社会生活が

送れる仮想空間のことです。仮想空間に自分がい

るかのような感覚で、コミュニケーションやコン

テンツを楽しむことができます。商業的な活用だ

けでなく、地域でのコミュニケーション活性化の

ためのツールとして可能性を持っています。 

 

 

 

 

バーチャルとは、「仮想現実」を意味し、実際

に起こっていないことを仮想的に体験することを

目的とした「手段」や「技術」です。1 人で仮想

の映像や空間を体験することを目的とした「手段」

や「技術」です。1 人で仮想の映像や空間を体験

するためのものであり、他者との関わりがありま

せん。その点がメタバースと違うところです。 

 

 

 

メタバースの効果 

メタバースを使うことで、これまで以上にリア

ルなコミュニケーションに近づけることが可能で

す。また、今後はリアルでは難しい体験の提供も

可能になると期待されています。メタバースの特

徴を活かすことで、エンターテイメントの演出や

表現の広がり、従来ではあり得ない環境や体験を

提供できるかもしれません。 

そして、メタバースは情報量が多いため、従来

のオンラインコミュニケーションツールよりも、

関係づくりの広がりにも、効果が期待されていま

す。 

さらに、オンライン上でコミュニケーションの

やり取りになるため、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策としても効果が期待されています。 

 

メタバースの活用事例 

・発表会の場 

・イラストや写真等のアート作品の展示場 

・活動紹介の場 

・団体のミーティング会場 

・モノやサービスの取引場 

 

 

 

 

 

 

【参考】テレワークナビ 

ちょ っと役立つ 

市民活動 
最近聞くことば 

 「メタバース」って何？ 

その可能性が「メタバース」 

型コロナウイルス感染症の影響もあり、市民活動のあり方が今も考えられています。そのひとつ 

がインターネットの活用です。SNS（Facebook や Tw i t t e r など）による広報、 

Zoom や teams を活用した遠隔会議や講座・セミナーなどが盛んに使われています。今後はさらに自由

度が高いコミュニケーション手段が求められています。 

 

  

新 

バーチャルとの違い 

【写真：メタバース YOKKAICHI 紹介動画】 
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『日本の SDGs 　　　　　　　　　　　　　　　』

なやプラザのココ

　「ふらっとサロン」は玄関を入ってすぐの東側階段

を 2階へ上がった右手にあるフリースペースの事で

す。

　ふらっとサロンと呼ばれる以前は「再生館」とい

う名で、自由に使って頂いていたそうです。

　しかし、いつの間にか物が増え、狭い空間にソ

ファーとテーブルが追いやられ、使い勝手の面でも

良い環境ではなくなり、利用する方を見かけること

も少なくなりました。

　管理者としてもただ放置していたわけではなく、

時間を見つけ、少しずつモノを整理したり、ソファー

の配置を変えたりと、使いやすいように整理をして

おりました。

　そのような折、三重県産の木材を使った再生館の

改装のお話を頂きました。

これを機に、再生館に置かれていたものも整理させ

ていただきました。

『「再生館」 から 「ふらっとサロン」 へ』
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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。＞

　改装されたスペースには三重の木材を使った机と

イスが二卓十脚、ベンチ三脚を設置。壁面や床にも

三重県産の木材をを使い、とても雰囲気の良い空間

になりました。

　ご利用時の事務所への声掛けと利用者名簿への記

入等のルールを守りつつ、あらゆる市民の方々の交

流の場としてご活用していただけるよう願っていま

す。

　SDGs とは「持続可能な開発目標」国連に加盟する

国々が２０１５年に合意した、世界を持続可能にす

るために達成すべき 17 のゴールである。達成期限は

2030 年までと定められている。

　その中に貧困問題や働き方や災害対策があり、日

本は世界の中では貧困の格差があるほうだと思った。

1人親世帯はコロナ過で働きたくても働けない、ウ

クライナ戦争のせいで、食料品から燃料まで値上げ

している。

　日本の 1人親世帯の子どもは７人に１人は貧困で

有るらしい。未来の子ども達が安心して暮らせる世

界になって欲しいものだ。働き方も正社員の長時間

労働と非正規雇用の低賃金労働があり賃金が都市部

と地方では、最低賃金の格差が有り暮らしにくい世

の中になっている。

　災害対策時の日本では、世界の難民支援の基準以

下より酷い避難所らしい。実際に地区の避難訓練で

は物資が足りず、役所の防災倉庫の備品は災害時（地

震や津波）に使用で、台風では使えなく、使用した

ら使った備品を買い足さなければならない。日本は

世界に取り残されないよう、瑕疵なく政府機関が機

能してほしいものだ。

～ スタッフだより ～

～ スタッフだより ～

↙仮のイラスト

それってほんとにサステナブル？



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＞　2月23日（木・祝）
　　　　　　①10:00～11:30
　　　　　　②13:00～14:30
＜場　所＞　四日市市文化会館 第3ホール
＜参加者＞　中学生以上 1,200円（当日1,500円）
　　　　　　小学生までは無料
＜託　児＞　あり（1人500円・各回5名まで要予約）

発行日：2023年  2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。

令和5年（2023年）
四日市家族のつどい
令和5年（2023年）
四日市家族のつどい

・・・・・・・・・・・・・・

 なや de 春待ちコンサート

シニアサークル「男の囲炉裏端」の会

＜開催日＞　偶数月第4金曜日
　　　　　　2月24日　　4月28日　　6月23日　
　　　　　　8月25日　 10月27日　 12月15日
＜時　間＞　13:00～15:00
＜参加費＞　200円（※本人無料）
＜場　所＞　四日市市なやプラザ（当館）
＜申込み・お問合せ先＞
　090-4114-6027（担当・中川）
＜主　催＞　
　公益社団法人 認知症の人と家族の会 三重支部

イベント紹介

・・・・・・・・・・・・・・

 チャイルドラインチャリティー映画

「こどもかいぎ」
 チャイルドラインチャリティー映画

「こどもかいぎ」

◆介護家族の悩みや、心の内を語り合っています。
　専門職とも連携して、認知症の勉強会、
　介護の勉強会もやっています。

2月23日（木・祝） 

(公社)認知症の人と家族の会 三重支部

保育園児が、様々なテーマで話し合いの中で自分の思い

を言葉にしていき、時には喧嘩もしながら対話の中から

他者への配慮や優しさを学んでいくドキュメンタリー映

画です。

＜日　時＞　2月23日（木・祝）
　　　　　　開場 10:30/開演 10:50～12:00
＜場　所＞　四日市市なやプラザ（当館）３F 音楽室大
＜定　員＞　20名（※マスクの着用をお願いします）
＜料　金＞　無料
＜締切日＞　2月16日（木）事務局まで（先着順）
＜申込先＞　電話/FAX︓059-346-2903（事務局 志田）
＜主　催＞
　シニアサークル「男の囲炉裏端」の会 分科会 
　　　　　　　　　　　　市川美智子とイロリバターズ

�文化芸術鑑賞体験
「糸による奇妙な夜」

＜創造団体＞　人形劇団ココン
＜日　時＞　3月4日（土）
　　　　　　①14:00～開演（開場15分前）
　　　　　　②17:00～開演（開場15分前）
＜場　所＞　四日市市文化会館 第3ホール
＜対　象＞　小学3年生から
＜舞台鑑賞券＞　2,500円（当日500円増し）
＜主　催＞　子ども文化NET

＜お問合せ・お申込み先＞
　NPO法人四日市まんなかこどもステーション
　四日市市西町14-4
　TEL︓059-351-6670 
　FAX︓059-351-6679

3月4日（土） 
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2月23日（木・祝） 

【プログラム】

あこがれのハワイ航路・いい湯だな・ここに幸あり

男が歌う1番だけの青い珊瑚礁・山小舎も灯・何日君再来

好きだった・恋のバカンス・加山雄三メドレー・真っ赤な太陽

もしもピアノが弾けたなら・なんとなくなんとなく・青い山脈

山口さんちのツトム君・（オリジナル曲）男の囲炉裏端音頭


