チラシをご覧ください

＊上記開催のため、３月１６日（土）は、市民活動センターを臨時休業します。
【イベント情報】

💛子どもに伝えたい人との距離感
日 時

3 月 17 日(日) 10:00～16:00

場 所

桑名市市民活動センター第 1 会議室（メディアライヴ 2 階）

講 師

徳永桂子さん（思春期保健相談士）

参加費 2000 円
内 容

定

境界線って何？

員

40 名

自分を大切にするってどういうこと？

自他の境界線を意識することは良好な人間関係を結ぶことにつながります。
対人関係を学ぶサークルズプログラムを紹介しながら、心と身体の距離、感情、アタッチメントなど、
参加型で子どもの対人関係力を育むためにおとなにできることを考えていきます。
子どもに関わる職種、対人援助職、子育て中の方、関心のある方のご参加をお待ちしています。
ボディワークもあります。楽な服装でご参加ください。
お問合せ・お申込み

CAP みえ

FAX：0594-21-7884

e-メール：capmie-kodomo@yahoo.co.jp
お申し込みは、名前、連絡先、所属、学生・対人支援職・一般の
いずれかをお知らせください。

💛国指定天然記念物「多度のイヌナシ自生地」の
花見を兼ねた保全活動への参加者募集
日 時

3 月 17 日(日) 10:00～16:00

場 所

多度のイヌナシ自生地（ 集合 ： 多度峡ホタルの里駐車場 ）

服 装

汚れてもよい服装、手袋、靴

参加費 なし
内 容

イヌナシは桜によく似た白い花を咲かせます。この花見と
稚・幼木保護のための下草刈りを実施します。

申 込

1 週間前までに電話・メールなどでお申し込みください
NPO 法人多度自然育成の会

大橋

090-9949-3038 / b0r0hasi@nifty.com (0 は数字のゼロ)
桑名市 産業振興部 観光文化課さんからも参加募集しています。広報くわな 3 月号も参照ください。

💛市民活動応援☆きらきら基金が開催されました
2 月 9 日（土）、くわなメディアライヴ 2 階の桑名市民活動センターがあるフロアーに
１００人以上が集まり、きらきら基金第 11 回助成事業が開催されました。
代読ではありましたが、桑名市長より応援のメッセージをいただき、スタートしました。
今回地元桑名での開催となり、団体助成に、発達支援・子育てサポートこのて、ＡＳＡＮＴＥ ＳＡＮＡ、
わんわんパトロール「くわな歩ワン官」、おもちゃ病院くわな、子育てわかば会が、
パートナー助成には、ガールスカウト三重県連盟第 9 団がエントリーしました。
また、高校生の地域貢献活動として、桑名工業高校、津田学園高校の発表もありました。
今回の助成額は、団体助成 166,800 円、パートナー事業助成 12 万円、高校生助成 44,000 円でした。
同時開催で、第 6 回企業の社会貢献発表も行われ、27 企業と団体の展示や活動発表があり、
桑名の企業も多く参加しました。
「市民活動応援☆きらきら基金は、
『身近で小さな市民活動を応援する、日本一小さなコミュニティファンド』です。
参加いただいている団体や企業、地域の皆さまの応援で続けることができます。
これからも応援よろしくお願いいたします。」
という主催者のメッセージで締めくくられました。

💛三重こども食堂ネットワーク

💛地域リーダー養成講座の報告
エンパワメントみえ

ＮＰＯ法人太陽の家

志治

2 月 22 日（水）、城南まちづくり拠点施設にて

県内各地の「子ども食堂」と、「子ども食堂へ行

「つながる・広がる・地域の輪」をテーマに

きたい人」、「手伝いたい・支援したい人」をつな

地域リーダー養成講座を行いました。

ぎ、子ども食堂の継続性や運営効果を高める目

参加者 13 名は、すでに地域で活動しており、

的でネットワークを立ち上げました。

課題を明確に持っている方々で、
ネットワークが解決に近づくということを話しました。
①知縁が終の住処を選ぶ
知縁が地縁に繋がる
②事例紹介(出会い～現在の事業）
★子ども応援ネットワーク in くわな（ＣＣＮ）
全小学校配布「子ども応援マップ」
なつやすみ 1 日学校ごっこ
★こどもフォーラム
こどもアドボカシーセンター設立にむけて
★みえきた市民活動センター
きらきら基金、公民連携事業受託

運営ノウハウや情報の獲得、人材募集や食材等
寄付の募集、イベント企画や広報・情報発信な
ど、単体の子ども食堂では手が回らなかったり、
成果が出にくいような事も、ネットワーク全体で
実施することで負荷を分け合い効果を高めるこ
とができます。
せっかく立ち上げても広報や運営が上手くいか
ず活動停止してしまう団体もあります。私たち
は、子ども食堂が子ども達の成長を見守りなが
ら永く続いていけるよう、ネットワークで支えた
いと考えています。

③参加者の強みをつなげる
繋がる計画が 2 つ出ました。

ＵＲＬ

https://miekodomo.com

💛初めて赤ちゃんを出産するママのためのプログラム
「ウェルカムベビープログラム」参加者募集
一人目の赤ちゃんを妊娠されている方を対象に、お腹の赤ちゃんと触れ合うヒントをお伝え
したり、妊婦さん同士でおしゃべりしたり、助産師さんとお話ししたりしながら、健やかな
マタニティライフを目指します。
＜日程・会場・内容＞
第１回

４月

時間は毎回９時３０分～１１時３０分

２日（火） 立教まちづくり拠点施設

♡「みなさん、こんにちは」
第２回

４月

～お腹の中の赤ちゃんをイメージしてみましょう～

９日（火） 桑名市子育て憩いの広場

♡「今の私の気持ち」
第３回 ４月１６日（火）

～いろんな気持ちがあっていいんだよ～
立教まちづくり拠点施設

♡「助産師さんと話そう」
第４回 ４月２３日（火）

～あなたらしい出産のために～

桑名市子育て憩いの広場

♡「ファミリーコンサート」♪フルートとホルンの生演奏♪
第５回

未定

ご家族の参加 OK！

産後３ヵ月～６ヵ月頃

＜対象＞ 第１子妊娠中で妊娠後期（７ヶ月前後）の方
＜定員＞１５人
＜参加費＞２，０００円（コンサート料金含む）
＜お問合せ・お申込み＞ＮＰＯ法人ネットワークくわっこ
TEL＆FAX０５９４－２１－０５０１

💛子育てひろば「ぴよっこ」参加者募集
「リトミック」や「ソルフェージュ（音楽の基礎を学べます）」「絵本」「季節の遊びや工作」
「手遊び」「親子ふれあいあそび」など盛りだくさんのメニューを、赤ちゃんから年少さんまで
親子みんなで楽しみます。
＜日程＞ 前期：５/２０、６/３、６/１７、７/５、７/１９、９/６、９/２９、１０/４
後期：１０/１８、１１/１、１１/１５、１１/２９、１２/６、１/１７
２/７、３/６
＜時間＞前半

１０：００～

リトミック、ソルフェージュ、絵本、親子ふれあい遊びなど

後半

１１：００～

自由あそび

＜会場＞ はまぐりプラザ
＜参加費＞

前期：５７００円

後期：６０００円

☆『ぴよっこ体験会』４月１９日（金）

１０：００～

別途入会金３００円（保険代含む）
はまぐりプラザにて

費用：３００円（保険代を含む入会金となります）
☆ハロウィンやクリスマス会も開催します☆
＜お問合せ・お申込み＞kuwakkonijikko@gmail.com
【主催】ＮＰＯ法人ネットワークくわっこ

まで

🌸春は助成金の季節です🌸 みえＭナビ 検索 （みえ市民活動ボランティアセンターＨＰ）
💛 2019 年度地域福祉振興助成
受付期間 2019 年 3 月 18 日～2019 年 4 月 18 日（木）必着
助成額

1 件の上限１００万円（助成率は助成対象費用の８０％以内）

亜

対象団体 障がい者や社会的弱者を支援するボランティア活動、福祉活動に取り組む団体・ グループで、
２０１８年度に当財団の助成を受けていないこととします。
特に公的補助を受けることが困難である団体などに必要資金をお手伝いいたします
問合せ先

公益財団法人木口福祉財団
TEL 0797-21-5150

FAX 0797-35-5261

E-mail josei@kiguchi.or.jp

※ＷＥＢ申込の場合：申込書類は 3 月 18 日（月）よりダウンロードできます。
郵送申込の場合：申込書類は 3 月 18 日（月）より発送いたします。

💛第 36 回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成」
受付期間 ～ 2019 年 5 月 24 日（金）必着
対象団体 地域において、助成の趣旨に沿った活動を行っている比較的小規模なボランティアグループ
対象活動 ①高齢者を対象とした生活支援サービス
②高齢者による、地域共生社会の実現につながる活動
③高齢者と他世代との交流を図る活動
④レクリエーションを通じて高齢者等の生活を豊かにする活動
助成額

1 グループの上限 10 万円（115 グループ程度）

応募方法 所定の申請書に必要事項を記入の上、都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会の
推薦を受け、財団に直接郵送。
問合せ先

益財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ銀行内内幸町 1-1-5 みずほ銀行内
TEL 03-3596-4532

FAX 03-3596-3574

E-mail FJP36105@nifty.com

💛子どもゆめ基金 子どもの体験活動・読書活動助成（二次募集）
受付期間 2019 年 5 月 1 日 ～ 2019 年 6 月 18 日
対象団体 （1）公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人
（2）特定非営利活動法人
対象活動 ◆体験活動

①自然体験活動

④社会奉仕体験活動

②科学体験活動

⑤職場体験活動

③交流を目的とする活動

⑥総合・その他の体験活動

◆読書活動：子どもたちが本に親しむ活動を通じて、自主的に読書活動に取り組む意欲を
育む場所
問合せ先

（独法）国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金部

TEL 0120-579081 E-mail yume@niye.go.jp

https://mnavi.mienpo.net/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
発

行 桑名市市民活動センター協働運営委員会 E-mail k_kyoudou@civickuwana.com http://civickuwana.com/

問合せ 桑名市市民活動センター

TEL 24-1184

（認）みえきた市民活動センター

TEL 27-2700

