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　“ともりあ”では平成24年10月から今年３月まで、毎月１回
「アクリルたわしで被災地支援ｉｎともりあ広場」を開催しました。
集まったみなさんはアクリルたわしを編み、「いわた☆駅前楽市」
で販売しました。
　また、ともりあ利用登録団体「ともりあバルーンの会」・「介護
子育て支援Ｙｕruri」・「磐田出張パソコン110番」のメンバーに
も活動にご協力いただきました。その収益金・募金で購入した
４７冊の本に一人一人想いを込めたメッセージカードを添えて
磐田から“ぬくもり”を届けました。
　参加者は「現地に行くことができない分、この活動に参加し
て役立てたことがうれしい」と話されました。
　多くの方々に参加していただき、ありがとうございました。

　今年度の講座は、昨年度行った市民活動団体アンケート調
査から「メンバーを増やしたい」「活動資金を獲得する方法を
知りたい」「もっと自分たちの活動をみんなに知らせたい」とい
う課題を解決するために企画しました。
　講義を聞くだけではなく、参加者同士で話し合い、学び合っ
て、自分たちの活動に最適な実践方法を発見するワークショッ
プ形式の講座です。

日時：6月15日（土）10：00～12：00
会場：市民活動センター交流スペース
講師：プロセスコンサルタント　守本　尚子　氏

　講座では、参加者全員に発表する場が設けられました。他の
参加者との交流を図る場面もあり、和やかな雰囲気の講座に
なりました。
　参加者からは「ユニークな講座で大変参考になった」「改め
て、自分たちの団体の良さが分かった気がした」などの感想が
寄せられました。

　皆さまからの直筆メッセージに涙する人、アクリルたわし制作と販売のご苦労

に手を合わせる人、数年ぶりに入荷した新書籍を手にとり大喜びする人など、

皆で感謝しています。

　この度の皆さまからのご恩を忘れることなく、宮古市が将来像に掲げる

「森・川・海との共生する安らぎのまち」の実現に向け、市民と

一緒に男女共同参画のまちづくりを進めてまいります。

～　宮古市男女共生推進センターから「お礼」の手紙より　～

「ともりあ広場」～被災地に想いを寄せて～「ともりあ広場」～被災地に想いを寄せて～

岩手県宮古市男女共生推進センターへ

「本」を贈りました。

岩手県宮古市男女共生推進センターへ

「本」を贈りました。

活 動 報 告

【寄贈する本を手にする参加者】

【軽トラ市　募金活動】 【ともりあバルーンの会】

「Ｈ25年度みんなの活動応援講座」
を開催しました

「Ｈ25年度みんなの活動応援講座」
を開催しました

第1回「手応えのある情報発信の記号」

情報発信の目的は誰かの心
を動かして、行動に移させる
こと。効率よく発信するため
には、誰に伝えたいのかを明
確にして、必要な情報を発信
することが大切です。
　活動紹介の時には、会の
プロフィールをいくつ持って
いるかがポイントになります。
相手によって話すことを変
えていけるようになるといい
ですね。

※2回目以降の日程・内容はＰ.５「お知らせ欄」をご覧ください。
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生まれながらの性別ではなく、社会的・文化的に作られた性別のことです。
ジェンダーを知ることで、従来の慣習やしきたりに縛られず、「自分らしさ」を大切
にして生き生きと暮らせる＜男女共同参画社会＞をつくることができます。

　誰もがその人らしく生き生きと暮らせる社会＜男女共同参画社会＞
の実現を目指して活動している市民団体「ウィミンズネットいわた」が、
磐田市から委託を受け実施しました。
　６月６日（木）には竜洋北小学校６年生に出前授業を行いました。「Ｓ
ＷＯＳの会」による演劇とグループワークで意見交換を行い、低年齢層
のジェンダーバイアスを取り除く授業でした。磐田市教職員へのモデル
授業の参観も行われ、男女共同参画意識の「気づき」を伝えました。

　「男女共同参画社会基本法」が成立した、1999年6月23日を起点とした一週間を
「男女共同参画週間」と設定しています。
　毎年、内閣府ではキャッチフレーズを募集しています。今年度の最優秀賞は「紅一点じゃ、足りな
い。」です。女性がさまざまな分野で活躍できるような応援フレーズです。
“ともりあ”ではこの週間に、中央図書館において平成24年度表現コンテストの入賞作品の展示、利
用登録団体「ともりあバルーンの会」によるバルーンアートのプレゼ
ント、「ぶっく＆とーく」による絵本読み聞かせをしました。
　また図書館では、「男女共同参画社会の大切さ」を知っていただくた
めに「図書紹介コーナー」を設けました。
　この週間は、私たちが充実し心豊かな生活が過ごせるように、職場、
家庭、地域それぞれの場面で考えるきっかけづくりとなりました。
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男女共同参画表現コンテスト　絵画・標語を募集します男女共同参画表現コンテスト　絵画・標語を募集します

教
え
て
！
男
女
共
同
参
画

ウィミンズネットいわた　ウィミンズネットいわた　「小中学生のための男女共同参画推進授業」開催報告

　性別に関わらず、すべての人が個性と能力を十分に発揮し、仕事と家
庭生活、地域活動との調和（ワーク・ライフ・バランス）を図りながら、だれ
もが住みよい社会の実現を目指した作品を募集します。
応募規定　絵画・・八つ切り画用紙で、技法・画材は不問。

標語・・用紙は自由
※いずれも自作・未発表の作品。各部門1人1作品に限る。

応募方法　作品タイトル（絵画のみ）、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、学校名・学年（在学生のみ）を記入し、
持参または郵送で“ともりあ”へ。（標語はFAX、Eメール可）

応募期限　平成25年9月14日（土）17時必着
対　　象　市内在住、在勤及び在学の方。
表 　 彰　入賞者には表彰式、賞品あり。※応募者全員に参加賞あり

平成25年度　男女共同参画表現コンテスト

♪男女共同参画語録♪
【ジェンダー】ってなに？

【 男女共同参画週間 】っていつ？

竜洋北小にて竜洋北小にて

平成24年度　最優秀作品
絵　画標語

Ⓒ 磐田市
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　夫婦で協力しながら子育てしていくために、父親の育児参画・子育て力アップを
めざす「パパぢからＵＰ講座」を開催しました。この講座は“ともりあ”が企画し、市内
幼稚園・保育園に呼びかけ、申込
み園の中から抽選で選ばれた２園
で実施しました。
　講師に、ＮＰＯ法人ファザーリン
グ・ジャパン賛助会員、ＮＰＯ法人
タイガーマスク基金賛助会員の藤
森新五さんを迎えました。現役の
父親としての経験談を交えながら、
育児参画に関わることの楽しさ、
大切さを伝えました。

　「気づいた人から変わっていこう！」「楽しくできることから始めてみよう！」を合言葉
に、子どもたちが笑顔で健やかに育つ環境作りのための活動をしています。
　紫外線や食べ物、そして日常生活空間に充満して
いる化学物資などが健康に与える問題を知り、それ
らと上手に付き合う方法を学びながら、取り組んでい
ます。ちょっぴり不便でも、心と体が喜ぶ暮らし方をし
ていれば、きっと地球にも優しい選択ができるはず…
　仲間を募集中です。一緒にロハスな生活を楽しみ
ましょう。

　「通信」を読んでの感想や今後取り上げて欲しいテーマ、我が
家の男女共同参画体験談など「あなたの声」をお寄せください。
（記事に掲載させていただくことがございます。）

お問い合わせ　ともりあ まで
TEL：0538-36-3161
FAX：0538-36-3345
E-mail：danjo@city.iwata.ig.jp

あなたの声を聞かせてください！

～パパが笑えばみんなも笑う～

「パパぢからＵＰ講座」開催報告「パパぢからＵＰ講座」開催報告
♪あなたが笑えば、ママが笑う。

　ママが笑えば子どもも笑う。

　父親を楽しもう!!

♪父親であることは

　　　地球上で最高の仕事だ!!

子どもの健康と環境を考える会子どもの健康と環境を考える会

交流・活動支援 ～出会う、ふれあう～「ともりあ利用登録団体」の紹介「ともりあ利用登録団体」の紹介

代表　鈴木弥栄子さん 紫外線対策
ワンポイントアドバイス

1.紫外線の強い時間帯（午前
9時～

午後3時）の外出は、なるべく
避けよう！

2.つばの広い帽子やサングラ
ス、羽織り物

日焼け止めクリームを利用し
よう！

3.外遊びをする場所は、草や
土の上を

選ぼう！

4.旬の野菜や果物、大豆製品
、緑茶、海藻類や

黒ゴマなどを食べて紫外線に
負けない

体作りをしよう！ 

6月15日(土) 磐田中部幼稚園6月15日(土) 磐田中部幼稚園 6月21日(金) とみがおか保育園6月21日(金) とみがおか保育園

★内閣府が発表した「男女共同参画
に関する世論調査」(2012年)では、
男性が地域参画（家事・子育て・介護・
地域活動）に必要なこととして、“夫
婦や家族間でのコミュ二ケーション
をよくはかること”“男性が家事など
に参加することに対する抵抗感をな
くすこと”と回答した方が多いことが
わかりました。社会の変化に伴い、男
性の視点で、男女共同参画を見つめ
直していくことが求められます。藤森新五講師藤森新五講師

し
っ
ぺ
い
も

応
援
し
て
る
よ

Ⓒ 

磐
田
市
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「協働の手引き」ができました！Vol.3
＊やってみよう 地域づくり・まちづくり＊

　今年３月、市民活動推進課では、市民活動団体・事業
者・行政が協力、連携して“協働のまちづくり”を進めて
いくために、磐田市版「協働の手引き」を作成しました。
　市民活動推進課と市民活動センターで配布していま
すので、ぜひご覧ください。
今回から内容を少しずつお伝えします。

自分だけでは解決できない課題
が見つかった時、みんなと連携し、
協働することで解決に向います。

地域の課題はどのように解決されているのでしょうか？
暮らしやすい地域に、住みよい磐田にするためには･･･
市民・市民活動団体として･･･
事業者として･･･
行政として･･･
お互いがパートナーとして、連携・協働で課題に取り組
みましょう。
さて、それぞれの立場でどんなことができるのでしょ
うか？

  「ＮＰＯ」は、Non Profit Organization（ノン・プロ
フィット・オーガニゼーション）という英語の略で、「民
間非営利組織」という意味です。
　一般的に市民活動団体（NPO）は、広く社会全般
の利益、あるいは不特定多数の者の利益である公益
活動を行う団体を指しています。
　広い意味でのNPOには、労働組合、生活協同組
合、同窓会や自治会などの組織の構成員の福利向
上を目的とする共益団体なども含まれます。
　また、「非営利」とは、NPOが活動に対する対価を
とらず無償でなければならないとか、収益事業を行
ってはならないということを指しているのではありま
せん。
　企業がサービスを提供し、得た利益を株主や社員
に分配するのに対してNPOは活動を通じて
得た利益を関係者に分配せず、運営（事業費、
家賃、人件費等）や次の事業展開に生かして
いくために使用するという違いがあります。

　ボランティアは個人の思いを、NPOは組織の社会
的な役割を意識した言葉です。ボランティア活動は、
よりよい社会づくりのために、個人が自ら進んで行う
労働の対価や金銭的な見返りを求めない活動です。
そのため、活動に関わる個人の自発性が重要となり
ます。
　ボランティア活動をするために有志が集まり、次第
に活動が定例化し、会の名前を付けたり、メンバーの
名簿を作ったりすれば、ボランティア団体やボランティ
アグループと呼ばれます。
　会則を定め役員会や代表者を置けば、メンバーが
入れ替わっても組織の同一性が保たれます。継続的
に活動を続ける体制が整うことで、そのボランティア
団体はNPOとなります。

　「ボランティア」が個人のスタンスを表す言葉
であるのに対し、「NPO」は組織のスタンスを示
す言葉であるといえます。
　社会的な課題を解決するために活動する組
織であり、政府や企業とは異なった立場から
サービスを提供します。

ＮＰＯってなに？ ＮＰＯとボランティアの違いは？

ＮＰＯ？ ボランティア？ＮＰＯ？ ボランティア？ ボランティア、ＮＰＯ、
よく聞く言葉だけど何が違うの？

地域の課題を考えよう！ステップ１

？？？

【例】環境問題や高齢者福祉、子育てなど

最近、ポイ捨てが多くて困るなぁ…

子どもの通学路、車の通りが
多くてちょっと心配…

足腰が弱くなって買い物が大変だなぁ

市民活動推進課・市民活動センターへご相談ください。

「協働の手引き」のP２を開き、
参照してください。
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利用登録団体の活動紹介

ＮＰＯ法人　桶ケ谷沼を考える会 磐田ジュニアホステリングクラブ

事務局長の國松さん チョウトンボ

旅行で訪れた長野県飯田線唐笠駅で

TEL／FAX 0538-36-1890
E-mail : iwata-npo@za.tnc.ne.j

Ｈ25年度　みんなの活動応援講座

p

市民活動センター

コンサルタント会社を経て、1997年より
フリーランスで活動。 
まちづくりワークショップ等の手法を用い
て、異なる立場や複数の価値観を超えた 
意見集約や相互理解、合意形成に向けた環
境づくりを行う。まちづくりをはじめ,福
祉や教育などのさまざまなフィールドで協
働を支援している。センターでの守本氏の
講座は2009年に続き2回目です。 

守本 尚子 氏

★皆様のご参加お待ちしています★

助成金などを活用して活動を充実させたい。しかし活動に見合
った助成金の探し方や申請方法など難しいと思っていません
か？助成金獲得への近道を体験してみましょう。

Part.2

Part.3

Part.4

8/31（土）「打率をあげる資金調達の道具」

より多くの仲間がやりがいをもって安定的に活動できる仲間づ
くりのコミュ二ケーションについて考えます。 

9/21（土）「スマートな仲間づくりの合い言葉」

ネットワーク作りについて考えてみませんか？互いにパワーアッ
プしながら、よりよい関係を作っていく自然なつながり方を体
験してみましょう。

11/30（土）「ムリなく広げるネットワークのキーワード」

（プロセスコンサルタント） 

　６月２５日、事務局長の國松さんに桶ヶ谷沼を案内し
ていただきました。水辺にはコフキトンボ、コシアキトン
ボやイトトンボなど、台地には赤とんぼより一回り大き
いショウジョウトンボやチョウトンボが飛び交っていまし
た。絶滅危惧種のベッコウトンボは４月～５月頃見られ
るということです。　
　観察小屋は、一年中鳥が観察され、特に冬は越冬の
ために飛来する鳥がたくさん見られるということです。
植物は、水生植物やササユリ、野生のカキツバタや絶滅
危惧種のキンランが見られるということです。「このた
くさんの自然環境を守っていくのが会の活動です」と
説明していただきました。國松さんやスタッフの皆さん
のお話を伺うとトンボや自然のことが大好きという感じ
が伝わってきました。（取材）

　「南アルプスがきれいに見えたよ」「山道を７キロも
歩いて疲れたけど楽しかった～！」みんな駅まで歩きと
おした満足感で笑顔いっぱいでした。
　子どもたち中心の旅行クラブを設立し、昨年30周年
を迎えました。小学4年生～中学2年生を対象に、年4
回のユースホステルを利用した旅行と野外活動をしま
す。旅行の前には、時刻表や地図の読み方などを勉強
し、旅行先も子どもたちが決めます。3～4人で班をつく
り計画をたて、出発から到着まで子どもたちだけで行動
します。途中、失敗や間違いをしますが、そんなときこそ
が学びのチャンス！また旅先でのいろいろな人との出
会いが子どもたちを確実に成長させています。リーダー
（大人）たちは旅行をとおして子どもたちが自分で判断
し考え行動できる人になってほしいと願っています。
　お手伝いをしてくれるリーダーを募集しています。

その他の情報はセンターのホームページをご覧ください

講師紹介講師紹介

お 知 ら せ

設立／昭和６１年（１９８６年）　会 員／１６７人　　　
活動目的／桶ケ谷沼に生息するトンボ並びに生物すべてを保護し、ふるさとの
誇り、自然教育の場、快適環境づくりの核としての桶ケ谷沼の良好で密度の濃
い大自然を保全することにより、心豊かな住みよい社会づくり、魅力あるまちづ
くりに寄与することを目的とする。
理事長／鈴木裕司　事務局長／國松　勇　連絡先／磐田市岩井３１５
桶ケ谷沼ビジター内とんぼハウス  TEL：0538-37-3888　FAX：0538-37-3897

設　　立／昭和57年（1982年）　
会　　員／ジュニア17名・リーダー（大人）　6名　
代　　表／米津幸男  
事務局／ 磐田市豊岡２７６６－１　TEL&FAX0538-66-1662        

１０：００～１２：００

磐田市市民活動センター 検 索
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