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20 代が考える「男女共同参画社会」
いま「男女共同参画社会」のあり方に対し、さまざまな議論を呼んでいることを知っていますか？
それは、「20 代が考える男女共同参画社会が他の世代と比べて異質だ」ということです。

男女共同参画社会とは

平成 24 年度に内閣府が実施した「男女共同参画社会に関する世論調査」によると、若い年代

男女が、社会の対等な構成員と

ほど「男女平等だ」と答える割合が多く、女性の子育てと仕事の両立については、全体の

して、自らの意思によって社会

47.5% が「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と答えたのに対し、20 代は「女

のあらゆる分野における活動に

性は子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方が良い」と答えた割合が

参画する機会が確保され、もっ

36.1% とどの年代よりも高かったのです。

て男女が均等に政治的、経済的、

この結果が持つ意味とは一体何なのでしょうか。

社会的及び文化的利益を享受す

今回、20 代は社会に対してどう思っているのか？「リアルな声」を聞くために緊急アンケート

る こ と が で き、か つ、共 に 責任

を実施。アンケート結果からみえる、日本の未来を背負う世代が考える「男女共同参画社会」

を担うべき社会のこと

について考えてみたいと思います。
アンケート結果

◆アンケートタイトル：わたしたちが考える男女共同参画社会

あなたは、社会や生活の中で、

◆アンケート収集方法：SNS 等を利用したインターネット集計（匿名）

男女の地位は平等になっている

◆有効回答者数：54 名

と思いますか？

学校教育の場で

●「平等」の意見

■男性が優遇 （2%）
■どちらかと言えば男性が優遇 （15%）

意識的に平等であるという教育を受けさせてもらったと感じ
る。/ 学校教育の場ではとくにどちらかが優遇されていると感

■平等 （57%）

じたことはない。男女差別してはいけないという教育をうけて

■女性が優遇 （2%）

きた。

■どちらかと言えば女性が優遇 （15%）
■わからない （9%）

●「（どちらかと言えば）男性が優遇」の意見
女性は得た分の学力が活かし切れないことが多いと感じるか
ら。/ 教員も男子ほど熱を入れているように思う。
●「（どちらかと言えば）女性が優遇」の意見
修学旅行の時、宿泊が女子は良い部屋で男子は雑魚寝だったか
ら。/ 女子の方が先生に優しく接してもらえている気がする。

●「平等」の意見

■男性が優遇 （6%）

女性より男性の方が勤務歴長い場合が多いから、上司に男性が多いの

■どちらかと言えば男性が優遇 （50%）

は当たり前だと思う。/ 職場で特に男女間の差別を感じることがない
●「（どちらかと言えば）男性が優遇」の意見

■平等 （26%）

女性の就職活動や職場環境、育児をしながらの仕事復帰など、まだ平

■女性が優遇 （4%）

等とはいえない部分が多々ある気がする。/ 優遇というか、自分は建

■どちらかと言えば女性が優遇 （7%）

設業なので男性しかできない仕事が多い
●「（どちらかと言えば）女性が優遇」の意見

職場で

■わからない （7%）

男性が子どもが熱を出したから早退をしたいと言うと早退できない。
事務のおばさんは同じ理由でしょっちゅう早退をしている。

家庭生活の場で

●「平等」の意見

■男性が優遇 （7%）
■どちらかと言えば男性が優遇 （17%）
■平等 （54%）

社会の中で家庭の中で務めるべき役割を担うことで家庭そのものが
維持していけると思う。/ 家族のなかで不平等を感じたことがない。
●「（どちらかと言えば）男性が優遇」の意見
「女性の働く社会」とはいえ「女性がやるべき家事」という意識はな

■女性が優遇 （5%）
■どちらかと言えば女性が優遇 （6%）
■わからない （11%）

くなっていない。女性だけが両立を目指しており男性は標語だけを
掲げているように感じる。/ 共働き世帯なので家事を分担している。
けれど主体的に家事を行うのはやはり女性。/「長男が家を継ぐ」
「苗
字を夫側にする」といったことが大多数だから。
●「（どちらかと言えば）女性が優遇」の意見
家庭によって違うと思うけど、うちはお母さんの意見が絶対だから。
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女性が職業を持つこと
に関してどう
お考えですか？

■女性は職業を持たない方が良い （0%）
■結婚するまで職業を持つ方が良い （13%）
■子どもができるまでは職業を持つ方が良い （24%）
■子どもができてもずっと職業を持つ方が良い （19%）
■子どもができたら職業をやめ、
大きくなったら再び職業を持つのが良い （31%）
■定年退職するまでずっと職業を持つのが良い （9%）

●「その他」の意見
・人それぞれで良い
と思う。
・結婚しても、子ど
もができても、働か
ざるを得ない。

■その他 （4%）

世の中で「男女差別」だと言われている

●「ある」の意見

あらゆる事項について、
「差別ではなく区別」
だと思う事項は
ありますか？

・あらゆる職業に対し「男女平等」を訴えている部分はお
かしいと思う。男性向きの仕事、女性向きの仕事は必ずある。

■ある （44%）
■ない （24%）
■わからない （32%）

・管理職の数の議論など、希望者数とのマッチングができ
ていないと感じる。
・男性と女性では身体的に異なる部分がある。そこは差別
ではなく区別として捉えていくべきなのではないかと思う。
・何でもかんでも差別にしてしまうと、それこそ女性優遇
社会になってしまう気がする。

わたしたちの理想の男女共同参画社会 ～こんな社会になれば良いな～
差別と区別をわける社会

生物学上男女の不向きは必ずあることなのでそこをきちんと踏まえた上で議論されていくと良い。/ やりたいことができる社会にはなるべき
だけれど、いま推進されている「男女共同参画」は 0 か 100 みたいな極論で違和感がある。/ 体力の差や女性にしかない身体の問題などを
考慮し、お互いに思いやりと尊敬の心を持った上で、個々の制度を整えたら平等な社会になると思う。また、そのためには男女とも残業を
減らし体力ではなく知恵を絞った人口減少時代の新しい働き方を適用する社会にする事が必要だと考える。/ 男女で考え方も得意分野も違う
と思うので完全な男女共同参画社会は実現不可能だと考える。しかし、たとえば女性は男性に比べて力が弱いので、男性が力仕事をするとか、
女性は男性に比べて話すことが上手な傾向があるので、女性が受付の仕事をするようにするとか、そういった配慮をすることで、形式的に
は男女ともに同じ人間として、対等に社会に対して責任を持てるのではないかと、そう考える。/ 男女関係なく活動できることが望ましいけど、
たとえば出産や子育てにあたり女性が優遇されるような措置が必要な場合もあるし、逆に男性を優遇したほうがいい場合もあるかもしれな
い。差別と捉えてすべて同じ線引きをするのは違うと思う。理想の男女共同参画社会とは、差別するしないではなく男女が互いを思いあっ
て物事を進めていけるような社会であると考える。

個人の考えが尊重される社会

男女共同参画社会とは、男性、女性ともに個人の意思を尊重してい

性別にとらわれない社会

男女ともに子育てのしやすい社会

く社会だと思う。ばりばり働きたい女性は管理職に、家庭を守りた

性別に関係なく誰がどう生き

出産してもハーフタイムくらい

い男性は主夫に。身体的な部分の違いはあるのでお互いがお互いの

ようと、否定されることなく

で働ける女性の仕事環境。また、

違いを知り良い部分をのばせるような社会であってほしい / 最近男

同じように生きられる社会に

男性の帰宅時間を早くし、育児

性の意見がないがしろにされている気がする。それこそ差別だしど

なって欲しい。/ 性別にかか

への参加をする。この２つの関

ちらの意見も反映される社会になって欲しい / 一部の人の意見がま

わらず、自由にできる社会に

係がうまくいけば、だれものキャ

るでみんな主張している感じになっているのは嫌です。/ 今は女性

なって欲しい。/ 男性の立場、

リアがとぎれることがなくなる

の権利が主張されすぎて変なバランスになっていると思う。男性も

女性の立場、入れ替えたとし

のではないかと思う。/ 女性の

権利を主張できるようになって欲しい。/ 女性の仕事継続がいろい

ても同じように社会が成り立

社会進出より、育児休暇の取得

ろ言われているけど結婚したら辞めたい人もいると思うので、続け

つような関係性になれば良い

など男性の育児参加を進めた方

ることを無理強いしたりするのはよくないと思う。

と思う。

が良いと思う。

スタッフ N（20 代）のまとめ
20 代の考える「男女共同参画社会」のひとつの特徴として「身体や体力等の男女間の差を考慮しよう」というも
のがあります。確かにいくら同じようにしようと思っても、そこには必ず差が出てきますよね。その「差」を埋
めるためにどちらかが犠牲になるのではなく、活かすことで、個々のやりたいこと、考え方を尊重することができ、
お互いを補える関係性が築けていけるのではないでしょうか。社会の構造をようやく分かり始めてきた年代でも
ありますが、子どもたちのためにも、私たちの世代がしっかりと考えていかなければならない問題ですね。
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「三重ぐるり」では、毎月テーマを設け、そのテーマに沿った

三 重 ぐるり

三重県内の市民活動団体を紹介しています。今月のテーマは
【男女共同参画】。男女共同参画関連の団体を県内の市民活動
センターから紹介していただきました。

RURI
MIEGU

NPO 法人四日市男女共同参画研究所
〒 510-0855 四日市市曽井町 332-1

情報提供：四日市市なやプラザ

059-326-8514
私たちの活動は、女性が困っていることについての声を集め、それをテーマに
さまざまな形の学習会を開催、さらに調査を重ねて具体的な施策をつくり行政
に提言することを基本にしています。
これまで、子育て・介護・非正規労働・DV などの課題に取り組んできましたが、
ここ数年は「女性の貧困」と「女性と防災」に集中し、他の女性グループや自治会、
そして行政と協働、活動の広がりを実感しています。
現在、母子家庭の半分以上が貧困であると言われています。今後、ますます年
金収入が少ない単身女性世帯が増えることでしょう。

びちく

また、いつくるかわからない災害の対策には“避難所”
“備蓄”などの計画を
企てる会議に女性の参画は必須です。
これまでの活動を通して女性が抱える問題は男女共同参画になっていないこと

懇談会の様子

から生じているということ、そして解決のカギを握るのは地域だとわかってき
ました。そこで今年度研究所のテーマは“子育ても介護も防災もみんなまちづ
くり”です。

私たちが主催の催しをのぞ
いてみて下さい。

女性たちのニーズに応えて NPO ができることはすぐやろうと、
『せっぱつまった入用資金貸付バンク』を 2006 年
から開設しています。

すずか生涯学習インストラクターの会
〒 513-0046 鈴鹿市南堀江 2-7-2（事務局）

090-8864-0211（事務局）

情報提供：市民ネットワークすずかのぶどう

tka-ichi@mecha.ne.jp（事務局）

私たちの会は生涯学習インストラクター・コーディネーター資格を取得した者
と資格は無いが会の趣旨に賛同した者の、男性 6 名と女性 5 名の 11 名で活動
しています。私たちの会の特徴の 1 つに「指導分野が多岐にわたる」ことが挙
げられます。会員個々が持つ資格（管理栄養士・パソコン・統計・レクリエーショ
ン介護士ほか）や特技（歴史・ハーモニカほか）を活かしながら、主催事業や
会員独自がプログラミングした講座を市内外の公共施設へ出向いて行う出前講
座、そして講師派遣など年間約 50 回以上の生涯学習推進活動を会員が主体的
に行っています。また講座を受講された方が学んだことを地域で活かすことを

「 作ろう！初夏の三重の郷土料理」 講座

目的に、読み聞かせや折り紙ボランティア活動も行っています。会員個々が主
体的に地域活動やボランティア活動をしながらインストラクターの会の活動を
行い、その相互作用で新たな人と人との繋がりや発想や創造が生まれ、それが
地域に拡大できればと思います。

上記の事務局までご連絡く
ださい。

地域で得意分野を活かした活動をしてみたい方、自分自身の生涯学習を目指したい方、資格の有無に関係なく私た
ちと一緒に楽しく活動しましょう！詳細はホームページをご参照ください。
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ちょいワルおやじの会
0596-58-3744（藤川さん方）

情報提供：松阪市市民活動センター

kazu1021@amigo2.ne.jp

URL

http://www.amigo2.ne.jp/~kazu1021/

「ちょいワルおやじの会」は、古い価値観に捉われず、家事や育児、地域活動
に前向きに取り組んでいこうとする 50 代男性が中心の市民活動団体です。平
成 19 年に「フレンテみえ」が主催した、男性が家庭や地域活動に参画するた
めのノウハウを学ぶ人材養成講座の受講生の有志 14 名が集まり結成しました。
メンバーは、津・松阪・伊勢を中心に、現役パパから、定年を迎え第 2 の人生
を歩んでいる世代までさまざまです。
「遊び」を通じた子どもとの関わり方など、
講座での学びを活かして、独自で体験教室や自然観察会などを開くほか、津市、
松阪市をはじめ各地のイベントなどに出展し、子どもと親が共に参画する体験
教室などを行っています。体験教室では、紙飛行機づくり、竹ぽっくり、紙で
つくる竹トンボなど、子どもが自分で道具を作り、遊ぶことに取り組んでいま

子どもたちと竹や日常雑貨を使った工作

す。メンバー 3 ～ 4 名がサポートをしながら、安全で楽しく取り組める環境づ
くりを心掛けています。

主に中勢を中心に活動して
いますが、今後はもっといろ
いろな場所で活動を行って
いこうと考えています。出張
で体験教室や自然観察会な
ども行います。詳しくはお
問合わせください。

メンバーの平均年代は 50 代です。ほとんどが子どもの頃に野山で遊んだ経験のある年代です。そんな自分たちだ
からこそ「遊び」を通して伝えられることがあると思います。子どもたちの笑顔や成長に出会えたときはやりがい
を感じます。

NPO 男女共同参画れいんぼう伊勢
伊勢市役所

市民交流課男女共同参画係

0596-21-5513

情報提供：いせ市民活動センター

kouryu@city.ise.mie.jp

「NPO 男女共同参画れいんぼう伊勢」は、伊勢市から委託を受け、市と協働し
ながら男女共同参画の推進活動を続ける市民グループです。
映画から男女共同参画のヒントを！と、いうことで今年の活動内容は、女性が
先頭に立って町おこしをする「おんなたちの都」の上映会を開催いたします。
伊勢市が男女共同参画推進条例で定める「パートナーの日（８月 17 日）」の啓
発事業として、親子の食育、男性の家事・育児参加に積極的な料理研究家で知
られる、コウケンテツさんの講演会や、野外での親子の遊びを中心とした「れ

料理研究家、 コウケンテツ氏を囲んで

いんぼうフェスタ」には、100 人が参加しました。また、11 月に出会いの場
を提供する縁結び応援事業「出逢いの Happy Cooking」を開催しました。
カフェスタイルで各自の思いを話し合う「れいんぼうカフェ」等も開催し、市
民と同じ目線に立って活動することを心がけています。

随 時メンバー募 集中 ! やる
気のある方ならどなたでも !!

男女が伊勢の町で、自立した個人としてそれぞれの持てる能力を発揮し、幸せに暮らすことのできる社会をめざ
しています。市から委託を受けて活動している、県下でも特異な団体です。
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募集とご案内
伊勢志摩サミットの開催を明日につなぐため、
国際理解・国際交流プログラムを実施します

■ 12:30 ～ 13:40

サミット」が開催されます。

おいしくつながるらんらんランチ（※申し込み制、参加費あり）

伊勢志摩サミット三重県民会議では、県民の皆様にサミッ

■ 14:00 ～ 16:00

ト参加国について理解や交流を深めていただくため、園、

セミナー／川上徹也（かわかみてつや）氏（コピーライター）

学校、市町、企業・団体等の多様な主体が行う授業や講座

『
「伝える力」を磨いて、チャンスをつかもう

等に、サミット参加国出身の在住外国人や留学生など、サ

～仲間、資金、共感を得る広報のコツ～』

ミット参加国に詳しい方々を派遣し、楽しみながら学べるさ

「キャッチコピー力の基本」
「自分の言葉で語る技術」など

まざまなプログラムを実施します。

多数の著書で大人気の川上氏から伝えるコツを学びます。

事業の詳細につきましては、伊勢志摩サミット三重県民会
議及び（公財）三重県国際交流財団のＨＰをご覧ください。

象

応募方法

まった語り手 25 人がさまざまなテーマで 15 分間のプレ
ゼンテーションを行います。

平成 28 年 5 月 26 日・27 日、主要国首脳会議「伊勢志摩

対

「ボランティア×○○」をテーマに多様な主体・分野から集

参加費

事前申し込み

三重県内

主

催

三重県内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校、行政機関、企業、各種団体 等

不要

社会福祉法人三重県社会福祉協議会・特定非営
利活動法人Ｍブリッジ

社会福祉法人三重県社会福祉協議会 総務企画部
TEL：059-227-5145

実施を希望する期日によって、募集期間が異なりま
すので、下記のいずれかの募集期間にお申し込みく

FAX：059-227-6618

mvc@miewel.or.jp

ださい。

Facebook

（1）第一次募集（先着順）
実施期間：平成 27 年 11 月 16 日（月）から12 月 27 日（日）まで

https://www.facebook.com/mie.voluntaryforum
http://www.miewel-1.com/volunteer/voluntaryforum.html

実施期間：平成 28 年 1 月 4 日（月）から 3 月 16 日（水）まで

平成 27 年度多文化理解イベント Hand in Hand
集まれ！グローバルレンジャー
世界を知る！学ぶ！楽しむ！

募集期間：平成 27 年 12 月 1 日（火）から12 月 21 日（月）まで

国内外における国際交流・国際貢献活動について、ゲーム

募集期間：平成 27 年 11 月 13 日（金）から11 月 30 日（月）まで
（2）第二次募集（抽選あり）

やワークショップなどを通して、楽しく学んでもらうことを

※第一次募集と第二次募集を合わせて申込が 90 回を超

目的とする多文化理解イベントです。

えない場合は、平成 28 年 1 月 4 日（月）以降、順次

グローバルレンジャーになって、宇宙からやってくる「プラ

申込を受け付けます。

ンク」のいたずらを阻止するために、
世界の「文化」
「伝統」

（なお、申込状況によって、第一次募集分についても一部

「遊び」を親子で楽しみながら学びませんか。この日だけ

抽選となる場合がありますので、ご 了承ください。
）
費

無料

平成 27 年 11 月 16 日（月）～平成 28 年 3 月 16 日（水）

用

の特別な教室を開講したり、さまざまな国の「食」が楽し

無料（プログラムの実施や講師派遣にかかる費用は
伊勢志摩サミット三重県民会議にて負担します。
）

めるブース、クイズ、折り紙体験、ボードゲームなど楽し
んでいただけます。また、チラシの「ぬりえ」を完成させ

（公財）三重県国際交流財団
TEL：059-223-5006

て受付にご提出ください。イベント会場で展示します（お

FAX：059-223-5007

菓子ももらえるよ！）
。

mief@mief.or.jp

http://www.mief.or.jp
主

催

伊勢志摩サミット三重県民会議

みえボランタリーフォーラム 2015

平成 27 年 12 月 13 日（日） 10:00 ～ 16:00
アスト津 3 階

ボランティア活動と CSR の取り組み双方に焦点を当て、ボ

（津市羽所町 700）

ランタリーな活動に関わる方々が互いの活動や考えを伝え
あい、ともに学びあうことを目的に開催いたします。

対

平成 27 年 12 月 6 日（日） 10:00 ～ 16:00

アスト津 3 階

象

参加費

みえ県民交流センター

（津市羽所町 700）
内

主

■ 10:00 ～ 12:15

～伝えて繋がる・私とボランティア～

小学生のお子様とその保護者

無料
みえ市民活動ボランティアセンター
TEL：059-222-5995

容

「ボラコラボ

みえ県民交流センター

」
5

催

FAX：059-222-5971

特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンター、
多文化理解イベント実行委員会

INFORMATION
みえ市民活動ボランティアセンターからのお知らせ
12 月は市民活動・NPO 月間です！
一昨年、昨年に続き、今年も、県内各地で行われるイベントなどを通じて、県民のみなさまに市民活動や NPO に触れてい
ただき、市民活動・NPO に対する興味理解の促進を目的とした「市民活動・NPO 月間 2015」を開催致します。
今年は「未来をつくる新しいチャレンジ」をテーマとして、県内各地で多くのイベントを行います！
皆さま、是非ご参加ください！
詳しくは「市民活動・NPO 月間」のホームページをご覧ください！
HP

http://mienpo12.jimdo.com/

【お申し込み・お問い合わせ】
みえ市民活動ボランティアセンター

連絡先 TEL：059-222-5995 ／ FAX：059-222-5971

center@mienpo.net

NPO 法人への融資等に関するお知らせ
特定非営利活動法人（NPO 法人）が
信用保証制度をご利用できるようになりました

三重ソーシャルビジネス支援
ネットワークを設立！

三重県信用保証協会では、平成 27 年 10 月 1 日から特

9 月 30 日に、三重県男女共同参画・ＮＰＯ課、三重県

定非営利活動法人（NPO 法人）の事業資金にかかる融

信用保証協会、
日本政策金融公庫の 3 者は「三重ソーシャ

資について信用保証の取り扱いを開始しました。
【対

ルビジネス支援ネットワーク」を設立しました。

象】

これは、ソーシャルビジネスを営む方のさまざまな悩み

次の規模要件を満たす NPO 法人

に対し、それぞれに専門性を持つ機関同士で連携し、ワ

（1）従業員（雇用契約関係が無いボランティア等は従業

ンストップサービスを提供するものです。

員に含まれません）
製造業

300 人以下

卸売業・サービス業

100 人以下

設立、資金調達など幅広い相談へ対応いたします。
まずはお気軽に下記いずれかの電話番号までご連絡くだ
さい！

小売業（飲食業を含む） 50 人以下

【お問い合わせ先】

（2）資本金
規模要件なし
具体的なご利用の相談は当協会本店保証推進課までお願
いいたします。
【お問い合わせ先】

津支店

：059-227-5211 （担当

七戸）

日本公庫

四日市支店：059-352-3121 （担当

早瀬）

日本公庫

伊勢支店 ：0596-24-5191 （担当

石井）

がんばる企業を
応援します。

津市桜橋 3 丁目 399 番地
三重県信用保証協会

日本公庫

保証推進課

連絡先 TEL：059-229-6014 ／ FAX：059-229-6344
H P http://www.cgc-mie.or.jp/

三重県
059-229-6021
059-353-9161
ー

ー



http://www.cgc-mie.or.jp/

三重県の新名物

伊勢おやき本舗
年齢、国籍、性別、障害の有無にかかわらず
ともに働き、ともに成長する「ユニバーサル就労」の店

イベント出店、ご当地おやきの開発など、各種御相談に応じます。
（審査部）

四日市市諏訪栄町 3-4 TEL/FAX 059-355-5115 ssk21ww@yahoo.co.jp
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1 締め切り・募集期間

2 対象

3 助成金額／表彰内容

日本社会福祉弘済会 平成 28 年度 社会福祉助成事業募集
1 12 月 15 日（火）当日消印有効 2 社会福祉事業や福祉施設の運営、福祉活動などを目的とする社会福祉法人、福祉施設、
福祉団体等 3 総額 2,000 万円以内

森村豊明会

社会福祉事業ならびに関連する設備等に対する助成（後期）募集

12 月 15 日（火）必着
3 1 件の上限 200 万円
1

全日本社会貢献団体機構

2

社会奉仕の精神と志に富み、公益性かつ実効性の高い事業に取り組む非営利団体

みえ市民活動・
ボランティアニュース

助成金情報

助成金情報はみえ市民活動ボランティアセンターホームページでも多数ご紹介しております

平成 28 年度 社会貢献活動助成募集

12 月 18 日（金）17：00 必着 2 子どもの健全育成支援や避難生活を強いられている東日本大震災の被災地でコミュニ
ティ強化事業に取り組む非営利団体
3 1 件の上限 300 万円
1

ヨネックススポーツ振興財団

平成 28 年度助成金（前期）募集

12 月 31 日（木）当日消印有効 2 青少年スポーツの振興に関する事業に 3 年以上取り組む公益社団法人、公益財団法人、
一般社団法人又は一般財団法人等
3 事業予算の２分の１：上限 100 万円
1

杉浦記念財団 「第 5 回 杉浦地域医療振興賞」募集
1 12 月 31 日（木）必着 2 地域医療を振興し健康と福祉の向上に優れた成果を収め、その人らしく住み慣れた地域で安心
して住み続けることを支援する団体、個人
3 記念品と副賞 200 万円

地域精神保健福祉機構（コンボ）
「第 12 回 精神障害者自立支援活動賞（リリー賞）
」募集
1
3

12 月 31 日（木）当日消印有効 2 精神障害者の社会参加、自立を支援する活動を 1 年以上行っているグループ、団体等
当事者部門：表彰状と副賞 100 万円、支援者部門：表彰状と副賞 50 万円

三井住友信託銀行「公益信託地球環境保全フロン対策基金」平成 28 年度募集
1 2016 年 1 月 15 日（金）当日消印有効
組む非営利団体等
3 総額 3,000 万円（予定）

2

スタッフルーム

特定非営利活動法人

①法人名②主たる事務所の所在地③活動分野
④認証年月日⑤代表者

①特定非営利活動法人障がい者支援ルミエ
②松阪市豊原町 783 番地 3
③保健、まちづくり、環境
④2015 年 10 月 14 日
⑤理事 松本 恵美

①特定非営利活動法人やしの木の会
②津市あのつ台五丁目 2 番地 1
③保 健、職業能力、障がい者の自立と共生
社会
④2015 年 10 月 28 日
⑤理事長 後藤 雅司

認証
した

(2015 年 10 月 10 日～ 2015 年 11 月 9 日認証分 )

ありま

協 賛

株式会社

阪本事務機
環境にやさしい植物油インキを使用しています。

町 700 番地
津3
05 222 5 71

みえ市民活動・ボランティアニュース発行にあたり、協
賛をいただいております。

514 000
津市
05 222 5 5


ち

理者

①特定非営利活動法人きぼうの手
②津市雲出本郷町 1805 番地の 2
③保健、職業能力
④2015 年 11 月 2 日
⑤理事長 坂本 浩一

転載を希望の場合は必ず「みえ県民交流センター指定管理者：みえ NPO ネットワークセンター」に連絡してください。

地域の市 活動
津 市 みえ市民活動ボランティアセンター/津市市民活動センター/三
重大学/ 護大学/三重夑期大学/高 夑期大学
市 名市市民活動センター い
市 いな
べ市市民活動センター
員町 とういんボランティア市民活動支援センター
日市市 四日市市
なやプラザ/四日市大学
市 山市市民協働センター
市 市民ネットワークすずかのぶど
う/綸 国際大学/綸
綒 学大学
松阪市 松阪市市民活動センター
市 いせ市民活動セ
ンター/
大学 志 市 児アリーナ/ 山 ジターセンター
市 名奙市市民活動支援セ
ンター/エコリ ート 目の /名奙市立 書 /名奙 年会議所/名奙市総合福祉センター
市
伊 市市民活動支援センター/伊 市立 書 /伊
年会議所
市
コミ ニティデザイ
ン
町 めいわ市民活動サポートセンター
町 伊勢町町民文化会
町
町
ボランティア市民活動センター
地域の社会
会 県内の市町社会福祉協議会
業
淥
行各 /第三 行各 /三重 行各 /
労働金 各 /県下 Aバンク各 /メ
ディカル一 各調 紅
三重県套県民ホール/三重県地域機関
（地域防災総合事務所 名、四日市、綸 、津、松阪、伊
地域活性化
勢志摩、 、
）/三重県栄町套 （情報公開
）/三重県総合 綒センター/三
重県立一志淳 /三重県立志摩淳 /三重県立こころの 綒センター/三重県立こころの
センター/
歴史浣渹 /MieMu（三重県総合浣渹 ）/三重県立 書 /三重県生涯学習センター/三重県男女共同
参画センター『フレンテみえ』/三重県人 センター/三重県身体 害者総合福祉センター/三重県環境学習
情報センター/三重県立 野古道センター/各市町役場/各市町中 公民 など

定

①特定非営利活動法人大井町づくり委員会
②津市一志町大仰 364 番地 1
③保 健、まちづくり、学術、子ども、地域防
災活動、障がい者の自立と共生社会、多
文化共生社会
④2015 年 10 月 20 日
⑤理事長 奥田 吉信



気が付けばもう 12 月、1 年が過ぎるのは早いものですね。12
月と言えばクリスマス。街もクリスマスムード一色となっています。
子どもたちはサンタクロースからのプレゼントを今か今かと楽し
みにしているのではないでしょうか。「良い子にしていないとサン
タさんは来ないよ」と、言われたことはありませんか？では、い
たずらばかりしている子はどうなるのでしょうか。ドイツを中心に
広まっている伝承には黒いサンタクロースというものがあります。
彼はクネヒト・ループレヒトといい、いたずら者にお仕置きをする
存在です。サンタクロースがお菓子やおもちゃなど子どもたちが
喜ぶプレゼントをあげるのに対し、クネヒト・ループレヒトは枝や
石炭など、子どもたちがガッカリするプレゼントを渡します。さら
には、袋の中に入れられお仕置きされることも…。「いたずらばか
りする子はクネヒト・ループレヒトの袋の中に入れられちゃうよ」
なんて言われたら、いたずらなんてできませんね。日本のなまは
げに近いものがあると感じました。
（中島）

オゾン層保護、地球温暖化防止に関する情報・知識の普及・啓発活動等に取り

