


４団体

主たるエリア 関係エリア

いしょくどうげんみえ
医食同源みえ

伊勢市

四日市市、鈴鹿市、
亀山市、津市、松阪
市、多気町、明和
町、大台町、鳥羽
市、志摩市、玉城
町、度会町、大紀
町、南伊勢町、伊賀
市、尾鷲市、紀北
町、熊野市

食、産業振興、観光振
興、保健、医療、福祉、
総合的なまちづくり、祭
り・イベント

三重県の統合医療推進の一環として、
伝統的な医療（鍼灸・漢方）、薬草、食育、
健康ツーリズム等、相補代替医療の研究・
啓蒙及びそこから派生する事業を育てて
いく。

わぐうみんちゅのかい
和具海人の会

志摩市 ― 海づくり、産業振興

環境問題への取組などを通じて、漁師の
経験、知恵、風習、漁村文化の情報発信、
他地域との交流、地元魚介類のブランド
化などに取り組み、地域、水産業おこしを
進める。

こうのうちいきいききょうぎかい
神内生き活き協議会

紀宝町 ―
食、環境保全、産業振
興、観光振興、文化芸
術

地元の農産物加工品の製造販売・販路
開拓に取り組むことで誘客を図るととも
に、神内地域内を花一杯の住民の憩いの
場にする活動などに取り組む。

くまのがわたいかんじゅく
熊野川体感塾

紀宝町 ―
食、環境保全、景観形
成、森づくり、観光振
興、文化芸術

世界遺産の熊野川、川舟三反帆など、
地域の歴史や生活文化を活用した観光事
業を展開する。

活動分野 趣旨・内容（概要）活動エリア
登録パートナーグループ一覧（５月登録分）

グループ名
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２０団体

主たるエリア 関係エリア

くわな  せんばづる ひろ  かい

桑名の千羽鶴を広める会
桑名市

いなべ市、東員町、
四日市市、菰野町、
朝日町、川越町、鈴
鹿市、亀山市、松阪
市、伊勢市

観光振興、文化芸術、
教育、福祉、総合的なま
ちづくり、祭り・イベント

教材にも使える、折り方を記した安価な
本をつくり、桑名市の無形文化財である
「桑名の千羽鶴」を国内外の多くの人た
ち、特に子どもたちに伝えていく。

じゅじゅ

ぐるーぷマダム寿々
                          かい

（おかみさんの会）

桑名市 ―
観光振興、文化芸術、
総合的なまちづくり

桑名特産の「はまぐり」の貝殻を使った
桑名土産「まち雛」を作成しており、今後、
この活動を更なる地域の活性化につな
げ、伊勢の国の玄関としての桑名をアピー
ルしていく。

みんなのクラブネットいなべ いなべ市 ― 教育、保健、福祉

県内のクラブ（いなべ市、菰野町、大台
町、紀宝町）の特徴を活かした総合型地
域スポーツクラブ「みんなのクラブネット」
を立ち上げ、「地域ネットワークによる事業
の創出」に取り組む。これを県内外に展開
し、元気な三重県、元気な地域づくりに貢
献していく。

はちおうじまつりしんこうかい

八王子祭振興会
朝日町 ― 祭り・イベント

約300年の歴史があり、朝日町の無形文
化財に指定されている八王子祭の継承を
通じて、中学生・高校生を中心とした次世
代育成を行うとともに、地域おこしに取り
組んでいく。

  おんだんかぼうし

かめやま温暖化防止サークル
亀山市 ― 環境保全

地球温暖化防止策の啓蒙、遊び・工作を
通じた子どもたちへの技術の伝承、中高
年の社会貢献による生きがいづくりを目的
に、小中学校への出前講座などを実施す
る。

 もり ひと  もり    ちょうわ

うぐいすの森（人と森の調和）
亀山市

桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、
朝日町、川越町、鈴
鹿市、津市、松阪
市、多気町、明和
町、大台町、伊勢
市、鳥羽市、志摩
市、玉城町、度会
町、大紀町、南伊勢
町、名張市、伊賀
市、尾鷲市、紀北
町、熊野市、御浜
町、紀宝町、県外（大
阪府、京都府、滋賀
県）

食、環境保全、景観形
成、森づくり、文化芸
術、教育、総合的なまち
づくり

人間だけが豊かになるのではなく、動物
や小鳥なども豊かに楽しい日々 をおくれる
ようなまちづくりを目標に、文学と花に彩ら
れた「万葉の森さんぽみち」をつくり、本物
の歴史と文化のまちをつくりあげていく。

まち かんが かい

アートによる街づくりを考える会
亀山市 ― 文化芸術、総合的なま

ちづくり

商店街・市民が、アートによってまちを変
えていこうとするきっかけとするため、平成
２０年度に開催した「亀山・商店街inART
アートフォーラム三重2008」を、一過性に
終わらせることなく継続させ、まちの活性
化につなげていく。

かい

ぽっかぽかの会
亀山市 ― 福祉

障がい者が働く喫茶店をつくり、障がい
者が社会と繋がる場を提供するとともに、
その保護者も含めて情報交換が行える場
をつくっていく。

  だいく あい かい

「第九」を愛する会
亀山市 ― 文化芸術

ベートーヴェンの「第九」を楽しく歌い、県
内の文化の向上に寄与するとともに、クラ
シック音楽を中心に、さまざまな取り組み
と連携して地域に貢献していく。

おおよど

大淀ビーチクリーン 明和町 松阪市、伊勢市
環境保全、景観形成、
海づくり、産業振興、観
光振興、祭り・イベント

海岸清掃を通じて、環境保全の意識を
向上させるとともに、世代を超えた付き合
いができる場所をつくり、地元愛を育む。

活動分野 趣旨・内容（概要）活動エリア
登録パートナーグループ一覧（６月登録分）

グループ名
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主たるエリア 関係エリア
活動分野 趣旨・内容（概要）

活動エリア
グループ名

さんぐう ぎかくし かい

参宮ブランド『擬革紙』の会
玉城町 松阪市、明和町、伊

勢市

環境保全、産業振興、
観光振興、文化芸術、
教育、その他（歴史文化
的産業復興）

江戸時代から昭和初期まで、伊勢地方
一円で生産されていた「擬革紙」の復興を
通して、文化的に高く評価されてきたこの
地方のかつての工業技術力の証として、
また、文化力立県のシンボルのひとつとし
て、広く情報発信していく。

さとやまやくしょくじゅく

里山薬食塾 しぇあわせ
玉城町

松阪市、多気町、明
和町、伊勢市

食、環境保全、森づく
り、産業振興、観光振
興、文化芸術、教育、防
災、医療、福祉、祭り・イ
ベント

畑付きの里山古民家「鶯櫻庵（おうおう
あん）」を中心に、食農教育を通じて子ども
たちに体験型の食育を行うとともに、日本
古来の知恵や日本の文化を正しく伝承す
る自然塾を開催する。

のうじせいさんじゅく むかい さと

農事生産塾「向井の里」
尾鷲市 ―

食、環境保全、景観形
成、産業振興、観光振
興、祭り・イベント

農業生産性向上の研究と経営、農産物
加工食品の開発と販売、休耕田の活用と
生産者増に取り組み、地区全体を巻き込
んだ活動へと発展させていく。

ほうじん きかくしゃ

ＮＰＯ法人 ふるさと企画舎
紀北町 ― 環境保全、観光振興

「人・自然・歴史・文化」という地域資源の
持つ可能性を生かし、体験を通じて地域
の魅力を伝えることにより、地域住民や来
訪者がともに当地域を大切な「ふるさと」と
感じるまちづくりをすすめる。

みやまくまのこどう かい

海山熊野古道の会 紀北町 ―
環境保全、景観形成、
観光振興

熊野古道に関する調査・維持・案内等の
奉仕活動を行うとともに、熊野古道の周知
に努め、熊野古道を活用したまちづくりを
すすめる。

しもごうち    さとやま  まも  かい

下河内の里山を守る会 紀北町 ―
食、環境保全、景観形
成、観光振興、祭り・イ
ベント

地元の農産物とそば打ちの技術を活か
した農家レストランと農産物直売所の整
備、下河内ならではの体験活動を通じて、
都市部との交流を促進し、人材及び後継
者の確保をはかる。

こどう うお あるかんかい

古道魚まち歩観会 紀北町 ―
食、産業振興、観光振
興、文化芸術、総合的
なまちづくり

昔ながらの漁村の風景を残す魚まちの
まちなみを保全し、そこに伝わる漁業・文
化・民話などを後世に伝えていくとともに、
熊野古道を歩く観光客を魚まちに誘導して
魚まちのすばらしさを伝え、地域活性化を
はかる。

て こうぼう

手づくり工房・ワーイワイ
紀北町 ―

観光振興、文化芸術、
福祉、総合的なまちづく
り、その他（製作、販売）

古布、古紙を再利用した生活用品を製
作することで、中高年の人たちがものづく
りを通じて長く社会との関わりを持ち続け
ることを支援する。

こうりゅうくうかん

交流空間みやま
紀北町 ― 景観形成、観光振興、

総合的なまちづくり

集客拠点となっている熊野古道馬越峠
に加えて、銚子川流域に「権兵衛の桜」と
いう名所をつくり、町内の他の地域資源と
連携させることにより、銚子川流域の魅力
を情報発信し、集客交流に繋げていく。

きほうらっきょ

紀宝楽居 紀宝町 ― 食、保健

高齢者の雇用創設を目的に、野菜（らっ
きょ）作りをビジネス化し、紀宝町の特産
品化を目指すとともに、地元で畜産した肥
料を使用するなど、地域の他産業と連携
し、地域活性化に取り組んでいく。
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１３団体

主たるエリア 関係エリア

ちいき  たす

地域お助けネット
東員町 － 教育、福祉

住民間に互助の精神を育み、その精神
を以て、住民の福祉の増進、生活環境の
改善などを目的とする活動を行い、住みよ
いまちづくりをめざす。

げきだん    か  め

劇団「ＣＡＭＥ」
亀山市 －

文化芸術、教育、総合
的なまちづくり、祭り・イ
ベント

亀山唯一のミュージカル団体として古く
から伝わるヤマトタケルの「白鳥伝説」をモ
チーフにした創作ミュージカルを上演して
いる。ミュージカルを通して亀山の伝説を
継承し、また、子供から大人まで参加する
ことで世代間交流を進める。

たきちょう しかけにんじゅく

多気町まちづくり仕掛人塾 多気町 －

食、環境保全、景観形
成、産業振興、観光振
興、教育、総合的なまち
づくり、祭り・イベント

地域の人、自然、産業、歴史、文化、名
所旧跡といった財産を調査し、地域が良く
なると思う仕掛けについて検討を行うとと
もに、その実現に向けて活動し、地域の活
性化に取り組む。

めいわぼうさい ワン

明和防災ﾎ゙ﾗﾝﾃｨｱｸ゙ ﾙー ﾌ゚・プラス１
明和町 － 防災

防災タウンウォッチング、防災に関する
講演会、県内及び県外の防災ボランティ
アとの交流会などを実施し、住民への防
災知識の普及をはかる。

たけ みやこ・めいわ のうぎょうせいさんけんきゅうかい

「竹の都・明和」農業生産研究会
明和町

松阪市、多気町、大
台町、伊勢市、玉城
町

食、環境保全、景観形
成、産業振興

自然循環資材の再生利用や生ゴミ堆肥
製造・有効利用により、農地の土壌改良
やそこで栽培した有機農作物の販路拡大
を通じて、まちおこしを進める。

 し ま げんき   かい

志摩を元気にしよう会
志摩市 －

環境保全、産業振興、
観光振興、文化芸術、
教育、総合的なまちづく
り、祭り・イベント

音楽祭などのイベントを通じて情報発信
を行うとともに、その機会を活用しての起
業化や就労体験などの支援を行い、青少
年が将来に夢を描ける地域づくりをめざ
す。

らんぽ くら   かい

乱歩蔵びらきの会
名張市 － 文化芸術、教育、祭り・

イベント

江戸川乱歩の生誕地である名張におけ
る顕彰を原点として、市民、とりわけ小学
生・中学生に乱歩作品に親しんでもらい、
それを通じて乱歩が生まれたわが町・名
張を誇りに思う市民を増やしていく。

こくじ  かい

刻字グループ「でくのぼう会」
尾鷲市

津市、紀北町、熊野
市、御浜町

文化芸術、教育、総合
的なまちづくり

刻字の体験、イベント等を通じて、地域
の活性化や、連携を図ることを目的に、イ
ベントへの出展、他団体のイベントとの連
携等を実施する。

 は

葉っぱがドクター
尾鷲市 紀北町、熊野市

食、環境保全、森づく
り、産業振興

食と健康をキーワードに、地域資源を活
かした食のブランド化と、幅広い年代によ
る体験交流プランの創出を図る。

ゆうゆう      き み か   さと

悠遊くうかん木海香の里 紀北町 尾鷲市
環境保全、産業振興、
観光振興、保健、福祉、
総合的なまちづくり

豊かな環境の保護・保全活動に取り組
むとともに、地場産業に携わる人々 などの
知恵、技術を生かして、都市住民との滞在
型交流体験事業等を進め、地域社会の活
性化といやしの里づくりをめざす。

ながしまえきまえたまちくかっせいかいいんかい

長島駅前玉地区活性化委員会
紀北町 －

景観形成、総合的なま
ちづくり

高速道路延伸による紀伊長島地域の入
り口となる「町道長島駅山本線沿線」の景
観を美化し、来訪者のお出迎えエリアとな
るよう整備する。

アクティブファーマーズ 紀宝町 熊野市、御浜町 食、産業振興、祭り・イ
ベント

農業従事者の高齢化や後継者不足など
の解決の一助となるような地域づくりに貢
献する活動に取り組む。

きほう

みんなのクラブネット紀宝
紀宝町 －

環境保全、教育、保健、
福祉、総合的なまちづく
り

地域特性を活かした地域住民の健康づ
くり、地域社会の活性化に取り組むととも
に、県内のスポーツクラブ有志で立ち上げ
た「みんなのクラブネット」の活動を県域で
展開する。

登録パートナーグループ一覧（７月登録分）
活動分野 趣旨・内容（概要）グループ名 活動エリア
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２４団体

主たるエリア 関係エリア

まつ かい

松の会 東員町 津市、県外（愛知県） 文化芸術

七世松本幸四郎丈の生誕地である東員
町において、「こども歌舞伎」の育成、発表
会の開催、歌舞伎公演の鑑賞、研修及び
講演会の実施等を行っていく。

しょく  さんぎょうすいしんきょうぎかい

みえの食と産業推進協議会 四日市市 ー
食、産業振興、教育、保
健

萬古焼をはじめとする地元の産業と協働
して、地元食材を活用した商品開発を行
い、地域産業の活性化を図るとともに、食
育の推進や医食同源等の取組を展開して
いくなど、食を切り口として県内の様々 な
団体と連携することにより、地域活性化・
地域のまちづくりに取り組む。

三重
みえ

・とらいあんぐる 四日市市
県外（国内の商店街
活性化の課題を抱え
る地域）

食、産業振興、観光振
興、福祉、総合的なまち
づくり、祭り・イベント、そ
の他（一、二、三次産業
支援）

「中心市街地活性化」、「地産地消」、「地
域福祉」を連携させた新たな形での地域
活性化に取り組む。

えんがわ

縁側サミット 鈴鹿市 伊勢市、熊野市 総合的なまちづくり

古布を使用して人形用のミニ着物等を製
作し、鈴鹿市の姉妹都市ベルフォンテン、
東南アジア・ヨーロッパ等で展示及び国際
交流をしていく。

にじゅういち

ＮＰＯ ドリーム21 鈴鹿市 四日市市、亀山市
産業振興、観光振興、
文化芸術、総合的なま
ちづくり

「街並み・あかりアート展」や「ヤマトタケ
ルを巡る旅」を実施して、郷土に眠ってい
る歴史の再発見と、地域の固有伝統産業
を融合したまちおこしをしていく。

かめやましょく さいてんぶかい

亀山食の祭典部会 亀山市 ー
食、産業振興、観光振
興、総合的なまちづく
り、祭り・イベント

市内で生産された食材を加工し、亀山の
グルメを創出するとともに市内外の食に関
わるベンチャー企業にＰＲの場を提供する
ことで、食を通しての地域活性化をめざ
す。

かく めいぶつかめやま や           きゅう

隠れ名物亀山みそ焼きうどんＢ級
    しか かつどう  かい

グルメ仕掛け活動の会

亀山市 ー 食、総合的なまちづくり
亀山市内の飲食店組合と連携して、みそ

焼きうどんを亀山のＢ級グルメとして確立
し、食を通しての地域活性化をめざす。

とくていひえいりかつどうほうじん    みえ

特定非営利活動法人 三重ドリー
ムクラブ

津市

四日市市、鈴鹿市、
松阪市、伊勢市、伊
賀市、県外（岐阜県、
滋賀県、愛知県）

総合的なまちづくり、祭
り・イベント

着ぐるみの「とらまる」を活用して、様々
なイベントへ参加し藤堂高虎公をアピール
しているほか、手作り甲冑教室を開催して
いる。地域に伝わる祭りや催し等に、手作
りの甲冑や「とらまる」で参加するなど、地
域の活性化に取り組む。

がもう うじさとこうけんしょうかい

蒲生氏郷公顕彰会 松阪市
県外（滋賀県、福島
県）

観光振興、文化芸術、
教育、総合的なまちづく
り、祭り・イベント

松阪開府の祖である蒲生氏郷公の足跡
の探求・顕彰、さらには市民の郷土意識の
高揚と他地域との友好・交流を通じて、歴
史・文化遺産を活かしたまちづくりを進め
る。

オノマカブ・レーベル 松阪市 津市、県外
観光振興、文化芸術、
教育、福祉、総合的なま
ちづくり

障がいのあるミュージシャンなど、異才
あるマイノリティミュージシャンが活動する
場を創出することにより、音楽によるまち
づくりを進める。

ヒューマンエレメント 松阪市 津市、県外（東京都）
観光振興、文化芸術、
教育、福祉、総合的なま
ちづくり

障がいのあるアーティストなど、異才ある
マイノリティアーティストが活動する場を創
出することにより、芸術によるまちづくりを
進める。

 は ぜ きょうぎかいとくさんぶかい

波瀬むらづくり協議会特産部会 松阪市 ー
食、景観形成、産業振
興、観光振興、総合的
なまちづくり

クレソンをはじめとする波瀬地区の特産
品に付加価値を付け、販路を拡大すること
により、地域の活性化に取り組む。

 かんきょう ちきゅうごう

たき環境くらぶ“竹遊号” 多気町 ー
環境保全、森づくり、総
合的なまちづくり、祭り・
イベント

住民で整備した公園「クリスタルの森」を
拠点に、住民、企業、学校、各種団体等が
協力してこの公園を管理するとともに、公
園を活用した環境活動を展開し、“環境”
による地域づくりを進める。

登録パートナーグループ一覧（８月登録分）
活動分野 趣旨・内容（概要）グループ名 活動エリア
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主たるエリア 関係エリア
活動分野 趣旨・内容（概要）グループ名

活動エリア

ﾌﾘー ｽ゙

ＦＲＥＥＺＥ 明和町
四日市市、津市、松
阪市、明和町、大台
町、伊勢市

文化芸術、祭り・イベン
ト

子どもから大人まで世代を超えた音楽好
きが集まって、協同作業や交流を行うこと
により、地域の活性化に取り組む。

   おおだい

がんばれ，大台
大台町 ー 環境保全、森づくり、産

業振興、防災

山村の衰退により放置される山を企業
等の賛同を得て手入れすることにより、災
害の未然防止、ＣＯ2の削減、雇用の場の
提供、人づくりに取り組む。

 し ま じっこういいんかい

志摩レンジャー実行委員会 志摩市 ー
環境保全、観光振興、
教育、総合的なまちづく
り、祭り・イベント

  イベント等において、志摩市５町の名産
名所をモデルにしたローカルヒーローと悪
役アカシオンとで寸劇を演じることで、志
摩地方のよさを情報発信していく。

志摩
しま

こんぶプロジェクト 志摩市 ー
食、環境保全、海づく
り、産業振興、総合的な
まちづくり

環境保全活動のひとつとして、実験的に
こんぶ養殖に取り組む。セミナーや勉強会
を積極的に行い、また多様な団体と連携
することにより、活動の輪を広げていく。

みなみなかむら めいしょきゅうせき まも かい

南中村の名所旧跡を守る会 度会町 ー
景観形成、観光振興、
教育、その他（伝統財等
保護）

「おうむ石（いわ）」「南勢新四国八十八
箇所」など地域で守ってきた名所旧跡がた
くさんあるが、こうした度会町の歴史・文
化・自然のすばらしさを、民の立場で発信
し、地域活性化の一翼を担う。

おとめいわ  まも  かい

乙女岩を守る会 度会町 ー
景観形成、観光振興、
教育、その他（伝統財等
保護）

「乙女岩」をはじめとする歴史的文化的
資産を守り、継続していくことを通して、地
域の活性化を図り、健康で文化的な地域
共同社会の発展に寄与することをめざす。

奥川
おくがわ

ファーム 紀北町 大紀町

食、環境保全、景観形
成、海づくり、産業振
興、観光振興、教育、総
合的なまちづくり、その
他（観光農業）

１軒の農家を１００世帯が支えることで、
専業農家が成り立つしくみを作ることを目
標とし、体験を通して顔の見える農業を行
うことにより、都会の人々 とのつながりを
広げていく。

おおまたがわれんらくきょうぎかい

よみがえれ大又川連絡協議会 熊野市 ー
環境保全、景観形成、
森づくり

熊野市の飛鳥町・五郷町を流れる大又
川をきれいな水質に、また豊富な水量に
戻そうと、広葉樹の植樹、水質調査、生活
廃水の浄化などを進める。

きのもとこどう どお  かい

木本古道通りの会 熊野市 ー

景観形成、産業振興、
観光振興、文化芸術、
総合的なまちづくり、祭
り・イベント

熊野古道の一部である熊野市の本町通
りを、にぎわいと活気に満ちた誇りあるま
ちとして再生するための活動を継続してい
く。

てんにょざ てんにょ かい

天女座 天女の会
熊野市 全国、海外

文化芸術、祭り・イベン
ト

廃工場を音楽ホールと喫茶店に改装し、
コンサートの開催や地元に伝わる神楽の
継承など、熊野市だけにとどまらず全国や
海外にまでその活動範囲を広げており、
今後、地域でのアートフェスティバルの開
催に向けて活動していく。

こうのぎ こ みまも たい

神木子ども見守り隊 御浜町 ー
その他（防犯、交通安
全）

学童の交通安全、防犯運動の向上をめ
ざし、登下校時の見守り活動を随時行い、
地域の交通安全・防犯意識を高めていく。
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２３団体

主たるエリア 関係エリア

多度
たど

雅楽
ががく

会
かい

桑名市 県外（東京都 他）
観光振興、文化芸術、
総合的なまちづくり、祭・
イベント

桑名地方の雅楽は歴史も古く、古式に
則った舞楽会を復興し、春と秋に桑名六
華苑で定期演奏会を開催している。「美し
国三重」の文化を高める市民活動として、
舞楽会の上演機会を拡大するとともに、童
舞の普及継承事業等を通じて、会員の拡
大をめざしていく。

NPO法人
ほうじん

生
なま

ごみリサイクル思考
しこう

の会
かい

東員町 桑名市、いなべ市 環境保全、総合的なま
ちづくり

「ごみゼロ社会の実現」をミッションとし、地
域のゴミ減量の活動を行っている。住民の
環境への関心を高めることを目的に、環
境啓発、情報発信等の場として「エコの
館」を設置、運営しており、その集客力を
高める仕組みづくりを行う。

豊田
とよだ

ホタルを育
そだ

てよう会
かい

川越町 －
環境保全、景観形成、
教育、総合的なまちづく
り、祭り・イベント

川越町を流れる小川に、幻想的な光跡を
残し飛び交うホタルをよみがえらせるた
め、自然環境の保全活動に取り組むととも
に、幼虫の放流会や飛翔観察会等を通じ
て、まちづくりネットワークを広げ、地域力
の向上を図っていく。

ＧＵＹ’Ｓ
がいず

『夢
ゆめ

実現
じつげん

』 四日市市 －
産業振興、総合的なま
ちづくり、祭り・イベント

四日市を活性化し、三重県全域を元気に
していくため、「就活応援バザール」を開催
するなど、若者に地元で働くことの素晴ら
しさを伝え、若者が元気に働き、将来に夢
が描ける四日市をつくっていくことで、地域
振興、産業振興を図るとともに、若者の地
元愛を育み、地域の絆を深める取組を
行っていく。

喜
き

心
ごころ

松阪市
多気町、明和町、伊
勢市

食、環境保全、福祉

タケノコ及び地域でとれる野菜を加工、販
売することにより、山林の保全、高齢者の
雇用を進め、地域の活性化を図るととも
に、ＥＭ石けんを活用した環境保全に取り
組んでいく。

朝熊
あさま

山麓
さんろく

に花
はな

を咲かす会
さ かい

伊勢市 － 環境保全、景観形成、
観光振興

伊勢の観光名所となる花園づくりを通し
て、心豊かな子どもを育むとともに、地域
の発展と活性化に貢献すべく、県営サンア
リーナ花の広場周辺に、花ももの苗木
1,000本を地域の皆さんや子どもたちと一
緒に植樹し、伊勢地域に新たな魅力ある
花の名所をつくる活動を進めていく。

五十鈴
い す ず

川
がわ

をきれいにする会
かい

伊勢市 －
環境保全、景観形成、
教育

神宮林から流れる美しい水を通して身近
なところにある自然環境を知り、ごみ拾
い、水生生物観察会、エコウォークなどに
より、水との地理的・社会的・心理的距離
を縮め、未来へとつなげていく。

三重県
みえけん

伊勢
いせ

調理師
ちょうりし

協会
きょうかい

 薬草
やくそう

料理
りょうり

研究
けんきゅう

委員会
いいんかい

伊勢市 － 食、観光振興、保健、総
合的なまちづくり

日本の「こころ」のふるさと「伊勢」におい
て、東洋医学の「医食同源」の理の基に、
疲労回復・滋養強壮等に良いとされる天
然資源の薬草・海藻等を数多く使用し、
「食養」を旨とした献立づくりを行う。「伊勢
に来て心も体も健康になろう」をスローガ
ンに、誘客に結び付けていく。

楽
らく

農村
のうそん

伊勢市 －

食、景観形成、森づく
り、観光振興、文化芸
術、教育、福祉、総合的
なまちづくり、祭り・イベ
ント

本業をもちながら余暇を活用して、新しい
形で畜産をやりたい人、農業に興味のあ
る人、里山で露天風呂のある旅館を経営
したい人などが集まり、地域の中の限界
集落を、現在あるものを最大限利用して盛
り上げる取組を進めていく。

趣旨・内容（概要）

登録パートナーグループ一覧（９月登録分）
グループ名 活動エリア 活動分野
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主たるエリア 関係エリア
趣旨・内容（概要）グループ名

活動エリア
活動分野

麻生
おお

の浦
うら

会
かい

鳥羽市 －
食、産業振興、観光振
興、防災、保健、総合的
なまちづくり

朝市の開催を通じて、地域住民が楽しみ
ながら多様な活動に参加する総合的な地
域づくりをめざし、ひいては地域の活性化
につなげることを目標としている。若者の
働く場としての農業・漁業を魅力的なもの
とし、従事者の若返りをめざしていく。

鳥羽
とば

まちなみ水族館
すいぞくかん

鳥羽市 －
海づくり、観光振興、文
化芸術、教育

「数ある観光地の中から鳥羽を選んでい
ただきありがとうございます」との気持ちを
おもてなしという形で表し、環境問題を考
えながら、子どもたちと一緒に流木等の海
のゴミを活用した海の生き物の作品づくり
と展示を行っていく。

磯部
いそべ

楽
がく

打
うち

天晴
あっぱれ

倶楽部
くらぶ

志摩市 伊勢市 文化芸術、教育

  400年前から伝承されてきた磯部太鼓
を、次の世代へ継承していく。多様な披露
の機会を通じて、子どもたちが情操や感性
を育み、表現力を培うことに寄与する。
チーム編成を行って新磯部太鼓を創出す
ることで、地域の活性化の一翼を担ってい
く。

志摩
しま

水産
すいさん

研究会
けんきゅうかい

志摩市

桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、
朝日町、川越町、鈴
鹿市、亀山市、津
市、松阪市、多気
町、明和町、大台
町、伊勢市、鳥羽
市、玉城町、度会
町、大紀町、南伊勢
町、名張市、伊賀
市、尾鷲市、紀北
町、熊野市、御浜
町、紀宝町

環境保全、森づくり、海
づくり、産業振興

バイオ技術を使って地域の海や森の環境
保全を行いながら、藻場、あわび、昆布、
陸上養殖などの関連製品の生産・販売を
行うことにより、地域のブランド力を高め、
地域活性化につなげていく。

特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

TEAM
ちーむ

笑
え

美
び

S
す 志摩市

東員町、鈴鹿市、南
伊勢町、名張市、尾
鷲市、県外（宮城県）

環境保全、産業振興、
観光振興、福祉、祭り・
イベント

個人事業主と障がい者とＮＰＯとの連携を
もって、新しい雇用スタイルを創造する。
現在実践中の雇用形態を、多様な業種に
広げていく。

I LOVE YOU
あい らぶ ゆー

志摩市 － 文化芸術、祭り・イベント

音楽を通した青少年育成への貢献をめざ
し、子どもたちと一緒に音楽活動をしてい
る。その中で、将来地元に残り、同じ思い
で活動してくれる人材が育ち、ひいては地
域の活性化につながる活動をめざしてい
く。

特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

Peace
ぴ～す

Workers
わーかーず 志摩市 南伊勢町

福祉、総合的なまちづく
り

多様な主体と連携して、障がいのある人
が「移住したい」と思えるような福祉環境の
充実した志摩市をめざしていく。

伊賀
いが

・島ヶ原
しまがはら

おかみさんの会
かい

「夢
ゆめ

の

道
みち

」グループ
伊賀市 － 食

おもてなしの心を軸として、島ヶ原の良さ
を発信するために、ＮＰＯ法人「伊賀・島ヶ
原おかみさんの会」で運営している喫茶軽
食「夢の道」において、地産地消をモットー
に安心安全の食材で手づくり「おかみさん
膳」を提供している。風土を生かした新た
なメニューを開発し、集客交流を図ってい
く。

紀北
きほく

農業者
のうぎょうしゃ

の会
かい

紀北町 尾鷲市
食、産業振興、総合的
なまちづくり

地域の農家のやりがい、生きがいづくりを
めざし、地産地消を目標に「農産物の直販
所」を開設した。農業生産者と消費者との
ふれあい交流の場として、顔の見えるつな
がりができる店をめざしていく。
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主たるエリア 関係エリア
趣旨・内容（概要）グループ名

活動エリア
活動分野

海
うみ

守
も

り 紀北町 － 環境保全

海の磯焼け対策として、地元での環境再
生の取組（さかなたちの森づくり・藻場造
成）を通して、広く町の人々 や漁業者の意
識の向上を図っていく。

へのへのもへ座
ざ

尾鷲市 紀北町
文化芸術、教育、福祉、
総合的なまちづくり、祭
り・イベント

イベントを通じて、会員も周りの人も楽しめ
ることをめざし、老人ホームの慰問、各種
イベント時の出展等、地域のにぎわいづく
りを行ってきた。今後、地域の民話にちな
んだ「オコゼ」の絵本の作成や情報発信で
尾鷲を全国に売り出していく。

熊野
くまの

宮川
みやがわ

を守
まも

る会
かい

熊野市 －

環境保全、景観形成、
産業振興、観光振興、
総合的なまちづくり、祭
り・イベント

熊野市の大泊町を流れる熊野宮川をきれ
いにしようと、清掃活動や水生生物の調査
を行うとともに、宮川の周囲の休耕田を復
田し、まこもやひまわりを植え、農村景観
の維持に努めていく。

三重県
みえけん

ゆる協会
きょうかい

熊野市

津市、松阪市、鳥羽
市、名張市、尾鷲
市、御浜町、紀宝
町、県外（和歌山県
田辺市、新宮市、那
智勝浦町）

防災、保健、福祉、総合
的なまちづくり、その他
（健康）

心と体の健康増進に寄与するため、体を
ゆるめる運動法である「ゆる体操」の普及
活動を行っている。これを県内に広め、自
主独立運営の方法を模索していく。

熊野
くまの

古道
こどう

語
かた

り部
べ

友
とも

の会
かい

熊野市
尾鷲市、紀北町、御
浜町、紀宝町

環境保全、観光振興、
文化芸術、総合的なま
ちづくり

熊野古道を訪れる方に各峠の案内を行う
とともに、古道の調査や研究を行うことに
よって、東紀州地域の活性化に寄与して
いく。
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１４団体（累計９８団体）

主たるｴﾘｱ 関係ｴﾘｱ

特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

木曽
きそ

三川
さんせん

ごみ

の会
かい 桑名市

木曽岬町、東員町、
朝日町、県外（岐阜
県）

環境保全、景観
形成、海づくり、
教育、総合的な
まちづくり、祭り・
イベント

木曽三川・員弁川流域を中心に清掃活動
を行うとともに、木曽川右岸の公園「水辺
の楽校」の管理を行っている。水辺の遊び
場、自然体験の場、自然学習の場の提供
を通じた地域住民に親しまれる公園づくり
を進めていく。

桑
そう

竹
ちく

会
かい

桑名市 ―
環境保全、森づ
くり、産業振興

担い手不足を背景に荒廃化した竹林を整
備するとともに、伐採した竹に新たな価値
を付加する取組を進めることで、竹林の自
立・持続可能な管理の仕組みづくりを目指
していく。

ごたーげさん 木曽岬町 ―
食、環境保全、
産業振興、教育

受け継がれてきた木曽岬ならではの郷土
料理や木曽岬町の特産物を使った新たな
レシピづくりを行うとともに、田畑を地域の
集いの場と見たて、料理を通じた世代間交
流を行い、町おこしを展開していく。

いきいきサロン大羽
おおば

根
ね

菰野町 ―

食、文化芸術、
防災、福祉、総
合的なまちづく
り、祭り・イベント

高齢者支援、地域防災活動、子育て支援
等、子どもから高齢者まで幅広く対象とし
た活動を展開し、地域でのボランティア活
動を通じて、豊かな人間関係と住民同士
がお互いに支え合い、つながりある地域づ
くりをめざしていく。

災害
さいがい

ボランティアネットワーク鈴鹿
すずか

鈴鹿市

桑名市、いなべ市、
東員町、四日市市、
菰野町、川越町、亀
山市、津市、伊勢
市、鳥羽市、志摩
市、玉城町、度会
町、大紀町、名張
市、伊賀市、尾鷲
市、紀北町、熊野
市、御浜町、紀宝
町、県外（愛知県、

防災、その他（防
災を通じたまち
づくり）

次世代につなぐ防災教育・防災啓発を行う
組織であり、三重県内における先駆者とし
て活動してきた。今年度は、答志島など地
震体験車が来たことのない地で防災啓発
を行うなどの取組を行っており、こういった
場を通して、防災に関わる人材の育成を
進めていく。

鈴鹿市
すずかし

植木
うえき

振興会
しんこうかい

鈴鹿市 ―
産業振興、祭り・
イベント

植木業界は、全国的には後継者問題が深
刻となっているが、本市では、後継者が多
数育っており、さらなる植木の発展をめざ
して活動している。
今後は、「鈴鹿市植木まつり」を継続するこ
とで、植木の普及と産地振興を図るととも
に 地域の活力づくりにつなげていく。

げいのうまちづくり協議会
きょうぎかい 津市 ―

環境保全、文化
芸術、教育、防
災、保健、福祉、
総合的なまちづ
くり

「安心・安全」「環境」「広報・研究」「学び」
の５つの部会を基に、「自分たちの地域は
自分たちでつくる」という信念を持って、芸
濃地区に住む住民にとって、さらに住みよ
い、希望のもてる、魅力ある「まち」（地域）
を築くための活動に取り組んでいく。

海
うみ

っ子
こ

の森
もり

サークル 鳥羽市 南伊勢町、紀北町 環境保全、海づ
くり

漁業者による海の植林活動を支援すると
ともに、自然環境にやさしく、人の手で行え
る環境再生をいろいろな人と一緒に実施し
ている。これらの取組を、三重県から全国
に発信していくとともに、海の森を未来に
届ける活動を進めていく。

美
うま

し国
くに

ツアーズ 玉城町

桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、
四日市市、朝日町、
川越町、菰野町、鈴
鹿市、亀山市、津
市、松阪市、多気
町、明和町、大台
町、伊勢市、鳥羽
市、志摩市、度会
町、大紀町、南伊勢
町、名張市、伊賀
市、尾鷲市、紀北
町、熊野市、御浜

食、産業振興、
観光振興、総合
的なまちづくり、
その他（グルー
プのネットワーク
化）

観光業の知識を活かして、それぞれのグ
ループが行っている活動を結び、それらを
めぐる「美し国」ツアーを企画・実施し、地
域の活性化につなげていく。

特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

ユニバーサル

デザイン同
どう

夢
む

伊賀市
四日市市、津市、名
張市

教育、防災、福
祉、総合的なま
ちづくり、祭り・イ
ベント

すべての人が共に支え合って暮らすことの
できるユニバーサルデザインのまちづくり
をめざす活動で培ったノウハウを、各種の
団体が開催する「イベント」の運営に活か
すことにより 地域社会に貢献していく。

登録パートナーグループ一覧（10月登録分）
活動エリア

活動分野 趣旨・内容（概要）グループ名
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主たるｴﾘｱ 関係ｴﾘｱ
活動エリア

活動分野 趣旨・内容（概要）グループ名

ライブキャンプ実行
じっこう

委員会
いいんかい

青少年
せいしょうねん

の居場所
いばしょ

「音
おと

家
や

」
伊賀市 津市、名張市

文化芸術、教
育、祭り・イベン
ト

ジャンルにこだわらずライブ活動を行う
人を広くサポートすることによって音楽を通
じた世代間・国際間の交流、青少年の健
全育成を図るともに、セミナーを開催し音
楽技術と精神面での向上を図っていく。併
せて、情報発信を活発化することにより、
集客交流にもつなげていく。

東
ひがし

紀
き

州
しゅう

 コミュニティデザインセン

ター
尾鷲市

紀北町、熊野市、御
浜町、紀宝町

環境保全、産業
振興、観光振
興、文化芸術、
防災、総合的な
まちづくり、祭り・
イベント、その他
（中間支援）

地域コミュニティの中間支援センターをめ
ざして設立し、ゴミナビゲートやチャレンジ
ショップ等においてその役割を担ってきた。
今後は、人材確保及び育成にも取り組ん
でいく。

NPO法人
ほうじん

天
てん

 満
ま

 浦
うら

 百 人
ひゃくにん

 会
かい 尾鷲市 紀北町

食、産業振興、
総合的なまちづ
くり、祭り・イベン
ト

「天満浦から尾鷲をにぎやかにする」を目
的に、ランチバイキング、食の伝承、体験、
地域の産品を利用した特産品づくり等の
活動を行ってきた。今後は、これらの活動
を通じて、古民家（天満荘）を拠点とした地
域おこしをめざしていく。

健康
けんこう

文化
ぶんか

のまち推進
すいしん

会議
かいぎ

町民
ちょうみん

部会
ぶかい

紀宝町 ―
環境保全、森づ
くり、保健、福祉

健康体操（海亀ビクス）の創作とその普及
活動、森林浴コースの整備とその普及活
動、生ゴミの堆肥化活動、痴呆予防活動な
どを通じて、健康を切り口とした町づくり、
地域づくりをめざしていく。
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担い手の育成（研修実績） H21.10.29現在

ファシリテーション研修（各会場とも定員２０名）
日程 主な内容 津会場 四日市会場 伊勢会場

Step1

★ファシリテーションの基本
（2日連続研修）
・＜聴く力＞の養成
・場を和ませる技法
・ファシリテーション演習
・プロセスデザイン ほか

日時
8月8日（土）
〈10時～17時〉
8月9日（日）
〈10時～17時〉
場所：津市市民活
動センター
受講者実績：16 人

日時
8月29日（土）
〈10時～17時〉
8月30日（日）
〈10時～17時〉
場所：じばさん三
重
受講者実績：16人

日時：
9月26日（土）
〈10時～17時〉
9月27日（日）
〈10時～17時〉
場所：伊勢市観光
文化会館
受講者実績：19人

Step2

★ファシリテーションの実践
・「美(うま)し国おこし・三重」の座談会
等での実地研修
（コーディネーターが情報提供＆アドバイ
スでサポート）

8月中旬
10月上旬
（各受講者１回以
上実地を体験）
受講者実績：16人

9月初旬
10月中旬
（各受講者１回以
上実地を体験）
受講予定者：16人

9月下旬
11月初旬
（各受講者１回以
上実地を体験）
受講予定者：20人

Step3

★自分らしいファシリテーション
とは？ （1日研修）
・ステップ２のふりかえり
（実践での課題と将来の展望を共有）
・ファシリテーション全般についての
課題検討
・目標とするファシリテーター像

日時
10月10日（土）
〈10時 17時〉
場所：三重県栄町
庁舎
受講者実績：14人

日時
10月24日（土）
〈10時 17時〉
場所：じばさん三
重
受講者実績：10人

日時
11月21日（土）
〈10時 17時〉
場所：伊勢市観光
文化会館
受講予定者：20人

広報・情報発信研修（各会場とも定員２０名）

日程 主な内容
桑名会場

桑名工業高校
尾鷲会場
尾鷲高校

伊賀会場
名張高校

１日目

「地域づくりに必要な広報とは？」
・広報の必要性について学ぶ
・ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの手法について
・ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ作成・・・etc

日時
9月12日（土）
〈10時～17時〉
受講者実績：19人

日時
10月3日（土）
〈10時～17時〉
受講者実績：14人

日時
10月25日（日）
〈10時～17時〉
受講者実績：10人

２日目

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄやﾁﾗｼを用いた効果的な広報・情
報発信とはどんなもの？」
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ﾁﾗｼの特性を学ぶ
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌﾞﾛｸﾞ作成など
・効果的なﾁﾗｼ作成・・・etc

日時
10月18日（日）
〈10時～17時〉
受講者実績：18人

日時
10月10日（土）
〈10時～17時〉
受講者実績：10人

日時
11月14日（土）
〈10時～17時〉
受講予定者：14人

３日目

「ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗを使った映像作りに挑戦！」
・映像制作の基本を学ぶ
・ﾅﾚｰｼｮﾝの原稿作成
・編集作業を体験
・まとめ、振り返り・・・etc

日時
10月31日（土）
〈10時～17時〉
受講予定者：20人

日時
11月1日（日）
〈10時～17時〉
受講予定者：15人

日時
11月29日（日）
〈10時～17時〉
受講予定者：13人
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「美し国おこし・三重」オープニング スケジュール

オープニングⅠ

実施日 市町 場所 備考

平成２１年 ２月２８日（土）【済】 名張市 名張市桔梗が丘公民館 名張市主催の「地域づくり協議会」と「市民公益活動団体」との実践交流会と
併せて実施

平成２１年 ６月２５日（木）【済】 紀宝町 紀宝町福祉センター 紀宝町社会福祉協議会の「いきいきサロン」代表者会議と併せて実施

平成２１年１０月１５日（木）【済】 志摩市 志摩市阿児アリーナ 講師：矢野 憲一 氏 （元伊勢神宮神職・現NPO法人五十鈴塾塾長）
演題：「伊勢・志摩の食材と神様の食事」

平成２１年１１月 ４日（水） 伊勢市 賓日館
講師：日本イコモス国内委員会委員（仮）
演題：「道の世界遺産登録に向けて ～世界会議・国際交流シンポジウム

を総括する～」

平成２１年１１月 ８日（日） 多気町 多気町町民文化会館 「医食同源フォーラムin多気町」（主催：医食同源みえ（PG)）と併せて実施

平成２１年１１月２２日（日） 桑名市、木曽岬町 ながしま遊館
講師：宮本倫明氏（「美し国おこし・三重」総合プロデューサー）
演題：「自立型地域創生術」

平成２１年１１月２９日（日） 尾鷲市、紀北町 紀北町町民センター
講師：原 康久 氏（総務省地域人材活性化事業地域人材ネット）
演題：「自分の元気が地域の元気！」

「対話する」大会（ワールドカフェ方式）

平成２１年１２月２０日（日） 玉城町（伊勢志摩地域）
玉城町保健福祉会館
ふれあいホール

講師 田中 俊弘 氏 （岐阜薬科大学特命教授）
演題 「先人に学ぶ ～近世伊勢における本草学～」

平成２２年 １月２３日（土） 津市（中勢地域） 津センターパレスホール 検討中

平成２２年 １月３０日（土） 桑名市（北勢地域） くわなメディアライブ スペシャルゲスト等によるフォーラム（予定）
「第1回観光甲子園」のグランプリ受賞校２校など

平成２２年 ２月１４日（日） 尾鷲市（東紀州地域） 尾鷲市中央公民館 検討中

オープニングⅡ

実施日 市町 場所 備考

平成２２年 ２月２８日（日） 津（全体） メッセウイングみえ
展示ホール（A～B２面使用） 検討中

オープニングⅢ

実施日 市町 場所 備考

平成２１年 ７月１９日（日）【済】 尾鷲市 熊野古道センター
語り部友の会１０周年記念事業と共催で、「美し国おこし・三重」交流会の実
施

平成２１年１１月 ４日（水）
（再掲） 伊勢市 賓日館

講師：日本イコモス国内委員会委員（仮）
演題：「道の世界遺産登録に向けて ～世界会議・国際交流シンポジウム

を総括する～」

平成２１年１１月１５日（日） 紀北町 紀北町多目的会館
日本風景街道「伊勢熊野みち」推進協議会と共催で、「美し国おこし・三重」
交流会の実施。 講師：小倉肇（紀北町教育長）

演題：「熊野古道の魅力とそれを活かしたまちづくり」

平成２１年 ７月２９日（水）【済】 伊勢市 三重県営サンアリーナ 第３３回全国高等学校総合文化祭において「美し国おこし・三重」ブース設置

平成２１年 ９月１１～１３日（金・土・日）【済】 伊勢市 三重県営サンアリーナ
第２９回世界新体操選手権三重大会において「美し国おこし・三重」ブース設
置

平成２１年 ９月２６、２７日（土・日）【済】 桑名市 桑名輪中ドーム・輪中の郷 伊勢湾台風５０周年事業「２００９防災のつどい・みえ」において「美し国おこ
し・三重」のブース設置及びパートナーグループによるブース設置

平成２１年１０月１１、１２日（日・月祝）【済】 岐阜県海津市 木曽三川公園 木曽三川公園「流域祭２００９」において「美し国おこし・三重」ブース設置

第２９回世界新体操選手権三重大会

伊勢湾台風５０周年事業「２００９防災のつどい・みえ」

木曽三川公園「流域祭２００９」

拡大座談会（ワールドカフェ方式）

成果発表・交流会

熊野古道世界遺産登録５周年記念事業

第３３回全国高等学校総合文化祭
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「美

うま

し国おこし・三重」キックオフプロジェクトについて 
 

 

平成２１年度は、「美
うま

し国おこし・三重」の取組の趣旨を県民の皆さんに、
より一層理解していただくとともに、取組に参画いただくため、実行委員
会が、「美

うま

し国おこし・三重」のモデルとなるパートナーグループの取組
をキックオフプロジェクトとして位置づけ、重点的に支援していきます。 

キックオフプロジェクトの選定は、実行委員会の企画委員会プロジェク
ト認定部会での議論を経て、次の１０件を採択しました。 

 
１ 桑名の千羽鶴（連鶴）プロジェクト 

パートナーグループ：桑名の千羽鶴を広める会 （６月 PG 登録済）  
主たる活動エリア：桑名市 ほか１０市町 
概要：国際協力・支援を実践している県内外の団体・教育機関と協力し、 

市民の「心」が込められた桑名の千羽鶴（連鶴）を同封した救援物の 
提供、現地日本人スタッフや海外からの留学生に対する「折姫の出前 
講座」などの仕組みの構築をめざし、活動を拡大していきます。さら 
に、子どもたち向けの講座や教材の無料化を図るため、桑名の千羽鶴 
（連鶴）の商品化や企業への出前講座による収益事業の実現と専用和 
紙の生産者開拓を図り安定化をめざします。 

 
２ 地産地消・商店街活性化・福祉のまちづくり連携プロジェクト 

パートナーグループ：三重・とらいあんぐる（８月 PG 登録済） 
主たる活動エリア：四日市市 
概要：四日市１番街において、商店街の空き店舗対策として、県内の安全

安心な食材を販売する定期的な「市」を開催し、イベント的展開から
恒常的展開をめざします。空き店舗の活用、販売要員として障がい者・
高齢者の参画を得て、収益による商店街活性化やコミュニティビジネ
スのモデル確立、さらには福祉のまちづくりをめざします。今年度は、
県内全域の生産者とのネットワークづくり、販売イベントを実施しま
す。 

 
３ 住民交流カフェプロジェクト 

パートナーグループ：ぽっかぽかの会（６月 PG 登録済）  
主たる活動エリア：亀山市 
概要：障がいを持った方々の働く場・集いの場となる地産地消の取組をタ 

イアップしたカフェの開業をめざします。営業的に成立させるべく、 
亀山市の地域風土や生産加工品を活かした個性あるメニュー（例えば、 
自然薯など）や雰囲気づくりを大切にしながら、亀山市内の生産者や 
加工グループとのネットワーク化を図ることによって、原材料の仕入 
れ方法の効率化、障がい者やその家族による生産加工のサポートシス 
テムの実現をめざします。 
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４ 手作り甲冑プロジェクト 
パートナーグループ：NPO 法人 三重ドリームクラブ（８月 PG 登録済）  
主たる活動エリア：津市  
概要：県内に伝わる伝統祭の保存及び継承、地域イベントの支援を目的と 

して設立された NPO 法人で、2 年前から津まつりの盛り上げと市民 
の参加を実現するべく取り組んでいる「手作り甲冑教室」は、甲冑の 
完成度の高さや城下町である地域性を祭りに表現できる試みであり、 
今後、手作り甲冑教室の開催機会の増、組み立てキットや完成品の販 
売、甲冑や甲冑隊のレンタル展開を目指します。今年度は、子供向け 
手づくり甲冑の製作開始、ＷＥＢインフラの整備（事業紹介や手づく 
り甲冑教室参加者募集など）、甲冑利活用（ＰＲ）手法の検討や試行 
を行っていきます。 

 
５ たき環境くらぶ“竹遊号”プロジェクト 

パートナーグループ：たき環境くらぶ“竹遊号” （ちきゅうごう） 
（８月 PG 登録）  

主たる活動エリア：多気町  
概要：多気町民等で構成する「多気町まちづくり仕掛人塾」は、クリスタ 

ルタウン（商業・工業・環境ゾーンからなる複合的開発エリア）の中 
心に、地域住民の交流拠点となる公園づくりを進めてきました。今回、 
より幅広い住民に参画してもらい、また主体的に活動していくために、 
｢たき環境くらぶ“竹遊号”｣という新たな組織を立ち上げました。住 
民・企業・学校・各種団体等と行政が協力して、クリスタルの森(町 
公園）を管理するとともに、ここを拠点に環境に関する各種活動を展 
開していきます。また、クリスタルの森だけにとらわれず、町や広域 
的な地域を対象とした「環境を考えたまちづくり｣「循環型のまちづ 
くり」を進め、環境各分野で活動する団体とのネットワークづくりを 
行い、これらの活動を通じて“竹”を主要なテーマの一つとして取り組 
んでいきます。 

 
６ 参宮ブランド｢擬革紙｣復興・振興プロジェクト 

パートナーグループ：参宮ブランド｢擬革紙｣の会 （６月 PG 登録済） 
主たる活動エリア：玉城町 ほか３市町  
概要：江戸時代から昭和初期まで、伊勢地方では伊勢参宮の軽くておしゃ 

れなお土産品として、動物の皮革を模した｢擬革紙｣を使った煙草入れ 
などに加工され、人気を博していました。「擬革紙」を現在によみが 
えらせることが、このプロジェクトの骨子です。和紙の種類や貼り合 
わせの溶剤製造法等のかなりの部分が不明ですが、製造のための機械 
の一部は再現され、製品現物は現存しています。 

 
７ 地域の文化人をテーマにした地域づくりプロジェクト 

パートナーグループ：乱歩蔵びらきの会（７月 PG 登録済） 
主たる活動エリア：名張市  
概要：乱歩生誕の地という歴史的背景を子どもから大人まで広く市民に認 

知してもらい、作品や人物像についての理解、興味を促して地域に愛 
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着を持っていただくことを目的として、乱歩作品を題材にした舞台公 
演や講談会、展示会などの活動を実施してきました。「乱歩のまち・ 
名張」として、子どもから大人まで楽しむことができる乱歩作品を舞 
台上演する劇団を創設し、乱歩生誕の地で実施日のみ出現する専用仮 
設テントで公演することを目指します。また、同時に三重県内各地の 
乱歩関連グループや東京豊島区（乱歩が最後の地として選んだのが池 
袋）、立教大学（乱歩資料や邸宅の管理者）とネットワークを構築し、 
乱歩サミットの開催や巡回講演を各地で展開していくことを目指し 
ます。 

 
８ 下河内の里山を守るプロジェクト 

パートナーグループ：下河内の里山を守る会 （６月 PG 登録済） 
主たる活動エリア：紀北町  
概要：４世帯５人になった下河内地区の歴史と生活文化を継承していくた 

め、下河内住民と下河内を愛する有志が集まり、地域産品の蕎麦を利
用した蕎麦打ち体験、農地整備などを実施しています。本年度は地域
産品の販売による活動資金の確保や蕎麦打ちのスキルアップ、田畑や
渓流などの自然資源を活用した体験メニューの開発などを行います。 

 
９ 東紀州地域の農業を守れ 侍プロジェクト（七人の農業人獲得大作戦） 

パートナーグループ：アクティブファーマーズ（７月 PG 登録済）  
主たる活動エリア： 紀宝町 ほか４市町 
概要：東紀州地域でも農業の現場では就農者の減少が続き、特に中山間地 

の小規模な耕作地などは耕作放棄が続いています。地域での農を維持 
していくことは、産業としての農業にとどまらず、地域の歴史・文化 
や慣習・修景などの地域アイデンティティーを維持していくことにつ 
ながります。アクティブファーマーズは、東紀州地域の若手農業経営 
者のグループです。毎年七人の新規就農者を確保し、産地（南紀みか 
ん、梅）としての規模を維持するために、「情報発信手法」、「就農希 
望者とのコンタクト」、「受け入手法の検討」、「地域交流拠点づくり」、 
「農地・借家問題の解決」、「集落やグループでの支え合い手法の検 
討」など新規就農者に対する支援活動を展開し、農業を核とした地域
活性化の活動を目指します。 
 

10 医食同源・三重の生物資源利活用プロジェクト 
パートナーグループ：「医食同源みえ」（５月 PG 登録済）  
主たる活動エリア：伊勢市 ほか１８市町 
概要：統合医療（西洋医療と漢方、鍼灸、中医、民間療法など伝統医療を 

統合した医療体系）の考え方を「医食同源」というわかりやすい言葉 
でアピールし、その運動の裾野を広げていくために、県内各地の統合 
医療に関心のあるメンバーを中心に産官学民連携で設立されました。 
「伝統薬の復活」「山野草・薬草を核にしたツーリズムの振興」「薬 
膳・健康食の提供」「ライフスタイルの啓発」など、県内のグループ 
のネットワークを構築しつつ、各グループの活動を支援する中間支援 
組織をめざします。 
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