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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、
（支援）センター等の協力を得て、
体等を県内各地域の市民活動
ご紹介します。
ご紹介します。
毎年８月は、過去の戦争の教訓から学び、人権の尊さ・平和の
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
重さを考える月ですね。
山や川に関わる活動をしている団体は・・・？
三重で人権や平和に関する活動をしている団体は・・・？

人権や平和に関わる団体
北勢
地域

稀少難病の会 みえ
情報提供：特定非営利活動法人

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

2004
年 6 月に、故井上ひさしさんや故小田実さん、脱原発運
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
動の先頭にも立っている作家、大江健三郎さんらが呼びかけた
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
「憲法九条を守ろう
！」というアピールに賛同して、翌年 5 月に
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
設立した団体です。今年の 8 周年のつどいには、年越し派遣村
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
名誉村長を務めた弁護士、宇都宮健児さんを招き、
「憲法が危な
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
い～脱原発・反貧困、そして九条～」という講演を 200 人の参
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
加者で聞きまた。なお、九条の会は、県内では 40 余（全国で
を開きます。
は 7500 余）が、護憲のためのさまざまな活動をしております。

不安で孤独で、苦しみや悲しみにこころを閉じてしまっている難病
患者。とりわけその傾向が強い稀少難病患者の皆さんが集まって、
互いのピア ( 仲間 )・カウンセリングをしています。今、国、厚生
労働省、医学界、産業界を巻き込んで、稀少疾患の研究が大規模
に行なわれています。新たな治療法、薬剤の研究、開発が世界規
に行われています。新たな治療法、薬剤の研究、開発が世界規模
模で起こっているのです。私たちは活動をとおして、
で起こっているのです。私たちは活動をとおして、
「難病」
「難病」とは何
とは何か？
か？「稀少疾患」とは？を多くの人たちに知っていただき、市民の
「稀少疾患」とは？を多くの人たちに知っていただき、市民の人た
人たちと同じ立場で普通に暮らせる社会の実現をめざしています。
ちと同じ立場で普通に暮らせる社会の実現をめざしています。

野外
にて
活動にて
野外活動

高松干潟を守ろう会
九条の会・よっかいち

8 周年の集い。
今年 6 月 23 日の
児さん。
講師は、宇都宮 健

ひとこと PR!

難病・障がいは個性などではな
く、能力（権能）です。

k is yo u na n n byo u _ m ie @
ya h o o.co.jp

北勢
地域

059-352-4348
＆
yy-1414@ccnetmie.ne.jp

ikko4621@tcp-ip.or.jp
（高松干潟を守ろう会
会長・事務局 水谷いずみ）

伊賀
地域

九条の会すずか
九条の会すずか
情報提供：鈴鹿 NPO サポートセンター

み の わ

箕曲コーラス
特定非営利活動法人
地域と自然
La.pesca ( ラ・ペスカ )
情報提供
情報提供：特定非営利活動法人なばりＮＰＯセンター
：特定非営利活動法人 なばり NPO センター

「九条の会すずか」は、2004 年に井上ひさしさんらが結成した「九条
の会」の『日本国憲法』を守るという一点で連帯する、という呼びか
けに応えて鈴鹿の市民が設立した団体です。3 月に 8 周年を迎え、現
在会員は 420 名です。2006 年改憲の動きをストップさせたのは、全
国で 7,528 を数える「九条の会」の力と広がりでした。二度と戦争を
繰り返さないために、人の命をもっと大切にする社会をつくるために、
戦争体験を聞く会、憲法学者の講演会やＤＶＤによる原発学習会など
を開催しています。入会費・会費はなく、誰でも会員になれます。

学習学習
会の会の
様子様子

憲法とは「政治」
だけのことでは
なくて、人間的なこと、文化的な
ことでもあるとの立場から、多くの
市民に憲法の大切さを訴えていき
たいと思っています。
ひとこと PR!

私たちの団体は、名張市立箕曲小学校の PTA コーラスとして、
平成 9 年に発足しました。校長先生をはじめ音楽好きな先生の
ご指導を受け、地域の敬老会や文化祭、小学校等、地区内での
活動が主なものでした。 活動が広がると他地域の方からもお声
かけいただき、老人福祉施設や子育て支援センター等にもお邪
魔するようになりました。
平成 21 年度から名張市の委託事業により、市内の中学校におい
て「中学生に語り継ぐ 非核平和コンサート～被弾ピアノを通し
て、名張にあった戦争を伝える～」と題し、平和の尊さ、命の大
切さを伝える取り組みに力を入れております。
家族の理解があって
ひとこと PR!
トの様子
コンサー
こそ続けられる活動で
す。周りの方々に感謝の気持ちを忘れず、
末永く続けていきたいと思っています。

「憲法なんて難
しい」 と言わ
ないで。私たち一人ひとりの人権
とくらしが守られるのは憲法があ
るからです。
ひとこと PR!

059-371-0246
059-371-0246
http://blog.livedoor.jp/suzuka_9jyou/
http://blog.livedoor.jp/suzuka_9jyou/

〒 518-0441 名張市夏見２１５

0595-63-0453
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箕曲公民館

中勢
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特定非営利活動法人
特定非営利活動法人 広河隆一
広河隆一
非核・平和写真展開催を支援する会
非核・平和写真展開催を支援する会

中勢
地域

情報提供：津市市民活動センター

ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
情報提供：松阪市市民活動センター

日本の日常生活では想像することさえ困難な戦争・内戦の悲劇が
日本の日常生活では想像することさえ困難な戦争・内線の悲劇が
世界中にあります。また、核兵器（含：劣化ウラン弾）だけでなく
平和利用の名のもとに使用される核が、地球の上を汚染し続けて
います。それらの核汚染による被害もマスコミ報道を超える現実
があります。特に幼い命が脅かされています。当 NPO 法人は、フ
リーランスのフォトジャーナリスト広河隆一氏のカメラが捉えた戦
争や核被害の実相を、展示用パネルに作成して維持管理し、展覧
会を企画される方々
会を企画される方々（個人団体問わず）に貸し出ししています。ま
（個人団体問わず）に貸し出ししています。また、
非核平和社会を目指すための情報や資料の提供もしています。
た、非核平和社会を目指すための情報や資料の提供もしています。
より
、劣化ウランに
貸出写真の 1 枚 った少女
な
に
白血病

TEAM

世の中の多くの人にＧＩＤ（性同一性障害）について知ってもらい、
理解を深めてもらうことで、当事者が“自分らしく”生きるための環
境づくりを目指して活動しています。2011 年に設立し、ＧＩＤの認
知を広めるために活動する団体としては県内では唯一といえます。
活動内容は、自身もＧＩＤである代表が中心となり、県内の学校や
市民センター、市役所などのセミナーへ講師として出向き、体験談
を交えながらＧＩＤについて伝えています。また当事者に寄り添いな
がら、マンツーマンでの相談やサポート、情報交換なども行ってい
ます。

国際級の写真
を維持管理す
る事務局が、津にあることを信じ
てもらえないこともありますがホ
ントです。是非見に来て下さい。

県内ではＧＩＤへ
の認知がまだまだ
低いので、性別を超え、人間性で判
断される世の中になるよう、活動を通
して理解者を増やしていきたいです。

ひとこと PR!

ひとこと PR!

059-229-3078
＆ 059-229-3078

南勢
地域

090-7635-6194( 代表 礪波晴紀 )

南勢
地域

いせ九条の会

志摩レンジャー実行委員会
ンジャー 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

「 ・・・よその国と争い事が起こったとき、決して戦争によって相手を負
かして自分の言い分を通そうとしないと言う事を決めたのです。穏やか
に相談して決まりをつけよう・・・これを戦争の放棄というのです。・・」
”新しい憲法のはなし”より抜粋
この貴重な精神を今に輝かせ、未来に引継がせるために全国に
７千余の九条の会が生まれました。いせ九条の会では講演会、
月例会、会報の発行、また、学校や地域等での空襲展、戦争体
験や紙芝居による平和学習、地域のイベント等にも積極的に参
加して、
「平和の大切さ」を伝え続けています。
啓発活動
地域イベントでの

心の海の 腐敗が生んだ 宿敵アカシオン
志摩の平和を守るため ５人の若人が 今立ち上がる
ゆでると真っ赤 深海の皇子 伊勢海老レッド♂ ｂｙ浜島
どこまでも灯りを照らす心の水先案内人 灯台ブルー♂ ｂｙ大王
肝の緑は清海の証 歯ごたえ抜群 鮑グリーン♂ ｂｙ志摩
甘酸っぱい初恋の思い出 フレッシュスマイル カキれもん♀ ｂｙ磯部
いつもハートにキラメキを 愛の結晶 パールピンク♀ ｂｙ阿児
早寝早起き朝ごはん 志摩レンジャーここに見参！大海神だんだ
らぼっちと共に。

｢ 二 度と 戦 争
をしな い ｣ を
肝に銘じ、人類平和を高らかに
宣した憲法九条は世界の宝であ
り、最大の安全保障です。
ひとこと PR!

進撃！
還作戦
スマイル奪

http://shima-fukushikyo.or.jp/

三重県伊勢市曽禰１－９－１５ 天の半分内

090-6336-0596( 事務局 坂本照子 )

東 紀州
地域

幼 き視 線 で 世
界を見れば、自
ずと平和が描けます。子どもと大人
がともに笑いあえる、そんな世界を
目指して紅蓮の荒海に進撃します。
ひとこと PR!

( 社会福祉法人

志摩市社会福祉協議会 )

特定非営利活動法人
紀南国際交流会
情報提供：東紀州コミュニティデザイン

来月のテーマは

紀南国際交流会
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、
〔紀宝町〕は、1994 年、熊野地域の教育向上
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
には国際交流が重要だと考え有志が設立しました。
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
太平洋戦争中の
1944 年にシンガポールで日本軍の捕虜となった
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
英国軍兵士
300 人が熊野市紀和町に送られ、終戦となる 1945
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
年まで労働に従事。うち
16 人が病気や事故で死亡しました。そ
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
の墓のお世話を紀和町民が続け、現在も町の老人クラブの皆様
込みながら、田舎からできることを発信しています。
が定期的に墓地の草刈りや清掃、献花を続けています。当会で
は毎年秋に老人クラブと一緒に追悼式を続け、今年
10 月 12 日
支援事業）
活動風景（中山間
の追悼式で 20 回目を迎えます。
老人クラブと当交
ひとこと PR!
様子
流会の活動が英
追悼式の
国王室と英国政府に認められ、11
月 4 日に会を代表して戸地 功 理
事長が名誉大英勲章を受章します。

防災・地域安全に関わる団体
です。

三重県南牟婁郡紀宝町平尾井 1394-1

090-8658-6601（端無）
0735-34-0519
＆
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