三重県内で魅力ある活動を行っている市民活動・ボランティア団
体等を県内各地域の市民活動（支援）センター等の協力を得て、
ご紹介します。
夏が近づくと自然の中でのアウトドアの機会が増えますね。海や

ぐるり
三み重
えの市 民 活 動

今月のテーマ

〜

〜

北勢
地域

山や川に関わる活動をしている団体は・・・？

海・山・川に関わる団体

特定非営利活動法人
多度自然育成の会
情報提供：特定非営利活動法人

北勢
地域

高松干潟を守ろう会

みえきた市民活動センター

情報提供：四日市市なやプラザ

国の天然記念物「多度のイヌナシ自生地」の環境について、たく
さんの解決しなければならない課題があります。地域住民の暮ら
しを守るための獣害対策や稚木持ち帰りなどと自生地の保全と
の兼ね合い、原種としての遺伝子保護と新品種との交配の危険
性などです。それらを考えながら、みなさんといろいろな活動を
することで、そのノウハウや人とのつながりができてきて、
「里山
の再生」
「身近な自然の再生」の可能性を広げていきたいと思い
ます。

高松干潟は三重県川越町にあり、朝明川河口と右岸前浜に 28
ｈａの砂質干潟が広がります。私たちの団体は干潟の重要性と
大切さを次世代につなげることを目的として、海岸線の清掃活
動、干潟観察会、海岸線の調査研究を行っています。春から夏
は潮の干満差が大きく、生き物観察会を調査を兼ねて開いてい
ます。多くの人が潮干狩りに訪れます。秋から冬は渡り鳥観察会
を開きます。

自生地の下草刈りの様子

のまつり」の様子
5 月に開催の「干潟

干潟の楽しみ方を
観察会から伝えたい！
お声をかけて下さい
案内します。

yy-1414@ccnetmie.ne.jp

npotado@gmail.com （事務局）

北勢
地域

（高松干潟を守ろう会

若松海岸通り美化ボランティア
推進委員会

伊賀
地域

情報提供：鈴鹿 NPO サポートセンター

会長・事務局

水谷いずみ）

特定非営利活動法人
地域と自然
情報提供：特定非営利活動法人 なばり NPO センター

鈴鹿市の若松地区は、伊勢湾の西側に位置し、南北に細長い海
岸線に沿った地域になっています。海岸線は、消波テトラポット
が敷き詰められており、不法投棄ごみの温床になっていましたが、
きれいな海岸を取り戻そうと地元の自治会・各種団体が協力し、
平成１１年秋より美化活動に取り組んでいます。現在、清掃ボラ
ンティアは、若松、千代崎、原永の各海岸通りを年２回（春・秋）
実施することとし、今年度の第１回目は５月１８日（土）に行わ
れ通算２６回目となりました。

清掃活動の様子

ひとこと PR!

ひとこと PR! 「 地 域の環 境
や文化に貢献
しよう」をモットーに、まちづく
り、環境保全、子どもの安全安
心の活動をしています。

1998 年 4 月に設立。身近な川やその周辺の自然環境を調査し
て、
『生き物図鑑』を発行するなど、身近な自然をわかりやすく
するために活動してきました。特に今年で 10 回目になる名張川
の清掃の取り組みではその中心となり、40 の地域団体と名張市
民 4700 名以上の方に参加していただきました。
一方では、赤目四十八滝のキャンプ場の経営に乗り出したり、
「ちょいまるず」という葦笛の演奏グループとしても活動していま
す。今は名張市内中町で、
「ちょいまるず カフェ」という飲食店
を経営して、地域のにぎわいと自然豊かな環境を守る活動のどち
らも全力投球の日々です。
お 店 をぜ ひ、

ペットボトルや
空き缶などの
ポイ捨てごみが多いので、ポイ
捨てごみが無くなることを願って
います。
ひとこと PR!

ひとこと PR!

訪 ねてきてく
ださい。新鮮でおいしい食べ物
や自然環境に興味がわくツール
をたくさん用意していますよ。

059-385-0200

choimarus@gmail.com（ちょいまる）

（鈴鹿市若松地区市民センター）
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中勢
地域

中勢
地域

ジュゴンパラダイス三重

情報提供：松阪市市民活動センター

情報提供：津市市民活動センター

絶滅が危惧されている国の天然記念物ジュゴン。日本では唯一
鳥羽水族館で１頭のメスのジュゴンが飼育されています。２０１１
年２月にオスのジュゴンが死亡し２世誕生は叶いませんでした。
鳥羽水族館はジュゴンの長期飼育の世界記録を持ち、繁殖に関
してもノウハウを蓄積されています。繁殖に向けてオスのジュゴ
ンを迎え入れてほしいと思いますが、絶滅危惧種であるジュゴン
の各国間の移動は大変難しく、そのためには大勢の人にジュゴン
の生態や現状を知ってもらい、日本中から声が上がるように広報
活動を展開していきたいと考えています。
ュゴンと
子で学ぼう！ジ
「夏休み・親
を折る
紙
り
折
で
」
沖縄の海は今

松阪山岳会／松阪山岳会ＦＭＣ

松阪近郊に住む、山登りを趣味とする仲間が集い、登山を通して
のスポーツの振興、体力づくり、健康増進を目的に活動していま
す。山岳会は設立 65 年、兄弟組織であるＦＭＣ（低山のハイキ
ング中心）は来年で 30 周年を迎えます。活動は、県内・中部山岳・
外国の山などへの山行を年間通して 30 回ほど企画しています。
また松阪市市民ハイキングを年 2 回行い、登山大会などの地域
行事にも参加し、山友達の輪を広げています。楽しいだけでなく、
安全な山登りを目指し、登山セミナーや研修会を定期的に開催、
自然保護活動にも力を入れています。

ジュゴ ンの
グッズ などが
置いてある「 じゅごんの部屋 」
でジュゴンや海、いろいろなこ
とをおしゃべりしませんか？
ひとこと PR!

2013 春・松
阪市市民ハ
イキング

10 代 ～ 70 代
までの 100 名
が、初心者向けハイキングから
本格的登山までの活動をしてい
ます。お気軽にご参加ください。
ひとこと PR!

d u go n g _ pa rad is e20 0 0
@ ya h o o.co.jp（ 野 田）

南勢
地域

0598-52-1752（門山方）

特定非営利活動法人
エコネット伊勢志摩

南勢
地域

立神四季物語

実行委員会

情報提供：いせ市民活動センター

情報提供：志摩市民活動通信 sanpo

河川や海の浄化活動・自然回復力強化に向けて、汚染の源であ
る家庭からの廃水流出の低減・浄化や農地での薬品散布の抑制
などの自然農法の実践を進めています。また、以下のような地域
環境の改善、浄化の啓発活動を行っています。

志摩市阿児町立神地区の自然と歴史を舞台に活動しています。
２０世紀最後の日に、立神西山慕情ヶ丘から英虞湾に沈む、夕
日を観る集いから始まり（日本夕日百選）
、
春、立石浦の夫婦岩から、桜並木を散策しながら一句ひねる「俳
句でハイク」 夏、里山の孟宗竹で親子手作り筏レースと巨大流
しソーメン 秋、慕情ヶ丘の夕日とシャンソンの名曲「慕情」と
ボジョレ・ヌーボーを楽しみ 冬、真珠王から立神の海を取り戻
した記念碑を囲み「立石祭」と餅つき大会など、四季折々の物
語をつなげ、今年で 14 年目になります。

１．自然農法の取組み・・・子ども、市民参加の田植えや刈取り、体験会を実施
２．河川や海の浄化、自然回復力強化の取組み

３．生活排水浄化の取組み①廃油石鹸つくり、②生ごみ堆肥化「ぼかし」つくり、
③米のとぎ汁発酵液つくり

４．地域イベント・学校への出前など、啓発活動
植え
不耕起農法による田

美しく豊かな
自 然 を 残 し、
汚染のない山海の生物を残し育
むことが、私たちの使命であり
責任です。
ひとこと PR!

立神夏物

先人が守り育
んだ海や山と
愛する思いを受け継ぎ、子ども
たちに伝え送る、それが私たち
の使命です。
ひとこと PR!

0599-43-7744

0596-20-7631（代表 横山勇）

東 紀州
地域

語の様子

( 志摩市市民活動支援センター「あすぱ～る」)

熊野レストレーション
情報提供：東紀州コミュニティデザイン

来月のテーマは

2011 年 9 月の紀伊半島大水害で集まった災害ボランティアが、
日常的な地域への支援を目指して結成しました。休耕田の再開
発をはじめとする飛鳥熊レス村の立ち上げや、災害と獣害を防ぐ
ため、森林里山保全のボランティアも行っています。また、ひと
たび災害が発生すれば、チェーンソーを使ったテクニカルボラン
ティアとして、全国に駆けつけています。外部からの支援も引き
込みながら、田舎からできることを発信しています。

人権や平和に関わる団体
です。

支援事業）
活動風景（中山間

紀伊半島南部、
東紀州地域を中
心に活動しています。山・川・海
を通して、地域の素晴らしさをつ
なぎます。
ひとこと PR!

090-8658-6601（端無）
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