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発行◆514-0004　津市栄町1丁目954県民サービスセンター４階　三重県市民活動センター
Tel.059-224-2644 Fax.059-224-2072

5月、6月に三重県内各地で開催される市民活動のイベントを事前にお知らせします。

「自然エネルギーファンクラブ」の神田　厚さん

NPOリレーインタビュー

日本の風力発電研究の草分け、三重大学工学部教授の清水幸丸先生がつくった自然エネルギーファ
ンクラブで活躍する神田厚さん。新建材を使わない木造家屋の自宅にも太陽熱の利用システムや
浄化槽、雨水利用などエコロジカルな工夫がいっぱいです。

情報をお寄せください。市民がつくる市民活動の情報です。

県内の市民活動 イベントのスケジュール

MIE NON-PROFIT ORGANIZATION NEWS

【NPO室から】

三重県にはじめてのＮＰＯ法人が誕生しました。
今回誕生した三重県内の3つの特定非営利活動法人（NPO法人）と、現在申請中の団体を紹介しま
す。NPO室では、法人申請の相談も受け付けています。書類の書き方、申請方法のわからない方、
お気軽にご相談ください。

平成11年5月 25日発行

市民活動を資金面からサポートする助成金情報です。活動内容に合わせて生かしてください。今月
号は5件の情報を掲載しています。

助成金情報

6月、7月に県内で行われるフリーマーケット情報です。
フリーマーケット情報

ネットワークのよびかけ
今回、ネットワークをよびかけているのはMIEチャイルドラインとあしなが育英会です。今の子ども
たちを取り巻く状況に興味のある方は注目を。また、来年開催される全国生涯学習フェスティバル
に向けて推進室がオープンしました。
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もって地域住民の福祉の向上及び地域の発展に
寄与することを目的とする。
（平成１１年４月１７日～平成１１年５月１７日申請分）

【NPO室より】
NPO法人3団体が成立しました。また引き続き、認証申請も
受け付けています。
特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が昨年12月に施行されてから約半年
が経ち、今回3団体が特定非営利活動法人として成立しました。成立した
法人と、今回申請のあった2団体を紹介します。関係書類は三重県生活部
生活課NPO室及び各県民局生活環境部で見ることができます。

【12】
・特定非営利活動法人の名称
・申請年月日
・代表者の氏名
・法人の事務所の所在地
・縦覧期間
・認証の種別
・定款に記載された目的

【13】
・特定非営利活動法人の名称
・申請年月日
・代表者の氏名
・法人の事務所の所在地
・縦覧期間
・認証の種別
・定款に記載された目的

特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ
平成１１年４月２０日
島崎春江
津市片田志袋町３００番地の１１７
平成１１年６月２０日
設立
この法人は、介護福祉ニーズを有するすべての
人々が、住みなれた地域や居宅でやすらぎと心豊
かな暮らしが確保され継続できるよう、必要な
サービス活動を行うとともに、人に優しい地域支
援の創造に努め、共生社会における福祉の増進に
寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人ふれ愛サービスセンター
平成１１年４月２８日
高村鶴男
尾鷲市上野町１番４３号
平成１１年６月２８日
設立
この法人は、尾鷲市を中心として東紀州地域の高
齢者の保健、福祉に関する事業、子供の健全育成
に関する事業及び環境保全に関する事業を行い、

●市民活動への興味は？
大学生の時に学校の環境サークルに入ったのをきっかけに、全国青年環境連
盟（エコ・リーグ）に参加するようになりました。でも環境、特に森林破壊に関
心を持ったのは小学生の時。丁度、オゾンホールのことが話題になっていた頃
です。この時にテレビなどで見た熱帯林が焼き払われる光景と驚きは、自分が
環境問題に取り組むようになったきっかけなので忘れないようにしています。
小中学生の時は本やテレビを見て勉強するだけでした。でも、ずっと何かでき
ないかと思っていたので大学は環境問題が勉強できるところを探し、大学で
森林のことを勉強しながら、エコ・リーグでは環境問題に取り組んでいました。
また、森林関係の専門知識は自然観察指導員の方でも生かしています。
●市民活動センターでの仕事はどうですか？
大学の卒論のテーマが市民参加による森林計画だったんです。それでずっと

これまで常勤スタッフとして活動してくれた西村さんに代わり、黒木由美さんがニューフェイス
として加わりました。はきはきとした口調と元気な笑顔がトレードマークです。

行政と市民が一緒に話せる場所をつくりたいと思っていました。互いに顔が見える関係じゃないと協力しあって何かをするのは難し
いでしょう。ここは行政と市民が同じテーブルで話ができるのが魅力的ですね。
自分としてはその利点を生かして、今後、市民と行政が一緒に街づくりをする際に橋渡し役になれればと思っています。例えば建物
を一つ建てるにしても、バリアフリーなら福祉関係の団体を、環境に配慮するなら環境関係の団体を、橋渡しすることも可能ですよ
ね。そのためにも少しずつ、いろんな団体の人とお話しようと思っています。これまでは環境系のグループとの繋がりばかりだったの
で福祉や教育など他分野の人とも話したいですね。このセンターで勉強会などをやっている時は、働きながら聞き耳も立ててます。（笑）

●認証申請団体

●成立した特定非営利活動法人
　
特定非営利活動法人赤目の里山を育てる会
平成１１年４月１日
吉森加大
名張市上三谷２６８番地１
この法人は、自然を愛し緑を大切にする全ての
人々に対して、名張市南部の通称「赤目の里山」
の整備保全活動に関する事業を行い、もって公共
の福祉に寄与することを目的とする。
平成１１年４月１２日

特定非営利活動法人鈴鹿共同保育の会
平成１１年４月２２日
山中幹雄
鈴鹿市神戸五丁目１２番６号
この法人は、保育を必要とする児童の適切な保護
に関する事業を行い、児童の心と体の豊かな発達
を保障すること及び働くものの権利を守り、男女
共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。
平成１１年４月３０日

特定非営利活動法人居宅支援システム実践
平成１１年４月２２日
久米宏毅
津市大倉１０番２１号
この法人は、三重県内に居住する高齢者が自宅に
おいて良好な日常生活を継続できるよう真心か
ら具体的なサービスを提供するとともに、高齢者
が安らげる社会システムを創造・発展させるため
の事業活動を推進し、もって県民全体の健康で文
化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
平成１１年４月２３日
                             （平成１１年５月１７日現在）

【１】
・特定非営利活動法人の名称
・認証年月日
・代表者の氏名
・法人の事務所の所在地
・定款に記載された目的

・登記年月日
【2】
・特定非営利活動法人の名称　
・認証年月日
・代表者の氏名
・法人の事務所の所在地
・定款に記載された目的

・登記年月日
【3】
・特定非営利活動法人の名称　
・認証年月日
・代表者の氏名
・法人の事務所の所在地
・定款に記載された目的

・登記年月日

 FACE
NEW

さん黒木由美

特定非営利活動法人（NPO法人）成立のお知らせ。
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現代邦楽ARATAMA CONCERTARATAMA CONCERTARATAMA CONCERTARATAMA CONCERTARATAMA CONCERT
●とき／6月6日（日）開場正午～、開演PM1：10～
●ところ／三重県総合文化センター小ホール
●入場料／前売1000円、当日1500円
●内容／今回で第9回となるあらたまコンサートでは、和楽器による
演奏のほか、和楽器と語りによるお話「三井の晩鐘」（みずうみのくに
の十八のものがたりより）と、長沢勝俊作曲「尺八協奏曲」、今年から

●とき／6月5日（土）PM1：30～PM4：50
●ところ／名古屋国際センター別棟ホール
●参加費／会員2500円、一般3000円（飲物、軽食、生演奏付）
●内容／自然環境はもちろん、人間の持つ文化を含めた環境を壊さ
ず、あくまでも村人が主人公の支援をポイントにザイールの農村部で
活動を続けてきた「アフリカ村おこし運動」の10周年を記念して行
われるイベントです。
【基調講演】PM1：30～
アフリカ村おこし運動の代表であるサンガ・ンゴイ・カザティ三重大学
教授による基調講演。
【アフリカンパーティー】PM2：45～
アフリカのミュージシャンによる生演奏を聞きながら、運動の協力者
の体験発表を交え、アフリカについての理解と交流を深めます。
●申込・問い合わせ先／アフリカ村おこし運動事務局（本部・三重県
津市）　Tel.059-228-1699　Fax.059-227-1967
●主催／「アフリカ村おこし運動」10周年記念実行委員会

第16回まつさか自然の学校

●とき／6月12日（土）PM6：00頃～PM7：30
●ところ／ウエストパーク松阪駐車場　●参加費／100円
●内容／ホタルの淡い輝きを楽しみながら、ホタルの住める環境に
ついて考えませんか。
●持ち物／長袖、長ズボン、虫よけスプレー、あれば長靴。
●募集人数／30人
●申込方法／事前申込必要。下記まで電話で申し込んでください。
●申込・問い合わせ先／まつさか自然の学校事務局（山田）
Tel.0598-26-8270

●とき／6月12日（土）PM6：30～（雨天中止）
●ところ／語らいの里・噺野　野外ステージ
●入場料／無料（申込不要）
●内容／出演者は次の通りです。ヴァイオリンは日本フィルの松本克
巳、チェロは神奈川フィルの只野晋作、琵琶は片山旭星、尺八は林、ナ
レーションは今村英靖。そして現代邦楽のグループ真珠（あらたま）。
PM5：00～簡単な飲食のバザーも開店します。
●問い合わせ先／519-2703　度会郡大宮町滝原　語らいの里・
噺野　Tel.05988-6-3061

「少子高齢化時代の福祉と健康」セミナー
●とき／6月6日（日）PM1：30～4：00頃（PM1：00から受付開始）
●ところ／伊勢市労働福祉会館（大会議室）伊勢市勢田町628-3　
駐車場は隣接する医師会のものを使用。
●内容／パネルディスカッション
【パネラー】（50音順）
小西蔀（カラスの会代表、伊勢市視覚障害者福祉会名誉会長、（株）伊
勢パールセンター社長）
高村鶴男（ふれ愛福祉サービスセンター理事長、（有）タカムラ社長）
西山幸生（三重県腎友会副会長、横浜ゴム（株）社員）
矢野豊（伊勢志摩四季の会相談役、伊勢実業高校教諭）
横山立夫（三重県南勢志摩県民局保健福祉部副参事）
【コーディネーター】
東倉右三（壮春会代表世話役、（株）三健総合研究所社長）　
●会費／無料（会場の都合で先着150人）
●主催／壮春会（NPO非営利活動団体）
●後援／伊勢志摩四季の会、カラスの会、ふれ愛福祉サービスセン
ター（尾鷲）、三重県腎友会
●問い合わせ先・協賛／（株）三健総合研究所　伊勢市吹上1-5-20
　Tel.0596-21-4800

ホタルウォッチング

市民活動に関する講演会や
イベントです

6月・7月に開催される

ゴミ　 海浜清掃日
●とき／5月30日（日）AM8：00～正午（雨天時は6月6日）
●ところ／阿漕浦海岸倉庫付近集合
●内容／海岸の一斉除草・清掃をします。育生地区自治会連合会、社
会福祉協議会、阿漕浦友の会、海洋少年団、阿漕平治保存会などの団
体が参加しますが、それ以外のたくさんの参加をお待ちしています。
●問い合わせ先／514-0834　津市大倉10-21　阿漕浦友の会
Tel.059-226-7974

ゼ
ロ

三重県市民活動センターでは、印刷機や紙折り機などの機器を整備
して、市民活動のパンフレット作成など、たくさんの市民の方々に利
用されています。このほか、必要だと思われるものについて、ご意見
やご要望があれば、センターまでお知らせください。
また、テープデッキ（ビデオ・カセット/ダビング可能）、コンピュータ（Ｖ
ＡＩＯ､iMac各１台）、スライド映写機、ワイヤレスマイク、ＯＨＰなどの
機器も備えてありますので、ぜひご利用ください。

三重県市民活動センターの備品をご利用ください。 高校の音楽の教科書にも登場した高橋喜治編曲・構成「川の流れの
ように」の2曲を和楽器と打楽器によるオーケストラ編成、あらたま
和風オーケストラとして格調高く演奏します。
また正午から、ロビーで第5回阪神・淡路大震災チャリティーバザーを
開催し、この収益金をチャリティーさせていただきます。
●問い合わせ先／グループ真珠（あらたま）
伊藤　Tel.＆Fax.0593-31-5355、入交Tel.0596-28-4805

阪神・淡路大震災チャリティー

現代邦楽と蛍の夕べ

「アフリカ村おこし運動」10周年記念
共に歩もう　21世紀の希望・アフリカと！

気付の学校「健康スクーリング」
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ＴＲＵＴＨコンサート
●とき／6月17日（木）PM7：00～
●ところ／語らいの里・噺野　広間
●入場料／無料
●内容／出演者は次の通りです。歌・ギターは赤松一郎、横笛・ギター
は福井幹です。
●募集人数／50人（定員になり次第、締切）
●申込方法／往復ハガキに参加者名と返信用の住所、氏名を明記し
て下記まで。返信ハガキが入場券になります。
●申込・問い合わせ先／519-2703　度会郡大宮町滝原　語らい
の里・噺野　Tel.05988-6-3061

第12回全国生涯学習フェスティバル

まなびピア三重2000 にむけて

【4月1日、全国生涯学習フェスティバル推進室がOPEN！】
自らいきいきと学び、学ぶことで出会いが生まれ、新しい出会いの中
で、輝く自分が見えてくる。そんなあなたとともに学びあえることを
夢見て全国生涯学習フェスティバル推進室がＯＰＥＮしました。平成

●とき／6月13日（日）AM10：00～PM4：00
●ところ／三重県伊賀県民局と周辺駐車場
●内容／奈良から四日市にかけて大きな被害をもたらした安政元
年、旧暦6月15日の大地震。この教訓を忘れることなく、また阪神・淡
路大震災に見られた災害ボランティアの活動を防災に生かせるよう、
災害時の地域ボランティア情報センター運営を想定しながら、各種防
災情報の提示や災害対応のシュミレーションなどを行います。このほ
か、東洋大学講師、北原糸子さんによるミニ講演「地震と生活」、地震
体験車体験会なども行われます。
なお、実行委員も同時募集しています。実行委員会は5月末、6月初
旬、前日準備の計3回行われる予定です。詳細は下記まで問い合わせ
ください。
●問い合わせ先／518-0854　上野市忍町2472-2　まちづくり
センター内　ウィリアム・テルズ　アップル　Tel.0595-24-7612
Fax.0595-24-7613　E-mail　wtapple@e-net.or.jp
●協力／陸上自衛隊
●主催／伊賀広域震災ボランティアフェスティバル実行委員会（災害
救援ネットワークみえ、警察、消防署、上野市社会福祉協議会、天理教
ひのきしん隊、ハローボランティアネットワーク）、三重県

「7カ国語で話そう。」～多言語で世界を見つけよう～
●とき／6月26日（土）PM2：00～PM4：00
●ところ／三重県総合文化センター内三重県女性センター
●内容／ヒッポファミリークラブでは、「7カ国語で話そう。」をキャッ
チフレーズにたくさんのことばを家族や仲間と楽しむ活動をしていま
す。講演会では、多言語の自然習得とは、そして、多言語活動を通して
みつけた楽しいことばの体験などをお話しします。参加しているメン
バーの話しから「ことばを話すのって、こんなに簡単で楽しいことだっ
たんだ」と感じていただけることでしょう。
●参加費／無料　※0歳児からの無料託児あり。
●申込・問い合わせ先／ ヒッポファミリークラブ津連絡先　佐藤　
Tel.059-246-8366　Fax.059-223-0752　言語交流研究所
中部本部　Tel.052-581-6531　Fax.052-581-6532
●後援／津市教育委員会　

ネットワークの

よびかけ

●とき／6月12日（土）PM1：00～PM5：00
●ところ／三重県庁講堂（津市広明町13番地）
●参加費／前売り1000円　当日1200円
●内容／これまでいろんなグループが環境、自然、医療、農業などに
ついて、講演会を行なってきました。しかし、気付いてもなかなかそ
の後が続かず、実現に向けて動かない・動けないのが現状ではない
でしょうか。そこで今回、行政、議員、企業、ＮＰＯ、市民が同じテーブル
の上でしがらみを離れ、地球人として話ができる場をつくりました。
加藤三郎さんの講演後はみんなでまる～く座ってしゃべりましょう。
【プログラム】
PM1：30～　「環境よもやま話」地球人倶楽部メンバー
PM2：10～　「日本型循環社会」講演　加藤三郎（環境文明研究所所長）
PM3：20～　地球座談会～まるく座ってしゃべろう～
●問い合わせ先／地球人倶楽部（玉野）Tel.0908-158-8651　
三重県NPO室  Tel.059-224-2644
●主催／日本型循環社会プロジェクト実行委員会

●とき／6月17日（木）～22日（火）
●ところ／四日市市立博物館・じばさん三重
●内容／障害を持つ人々や高齢者そして療養者の芸術文化活動を
支援し、生き甲斐や生活の潤いといった生活の質を高めるヘルスケ
アアートは、欧米先進国では一般の人々にとっても生活に身近な心の
健康のケアや癒しのアートとしてクローズアップされています。東海
では初めての開催で英国から3人の専門家を招いてのフォーラムや
展覧会、そして三重県の伝統工芸のワークショップなど、普段文化施
設に行きにくい人々に訪れる機会を提供する試みで、東海三県の関
連施設および団体、専門家、行政、企業そして市民活動ＮＰＯのパート
ナーシップによって企画運営されています。
【プログラム】
・エイブルアート展（17～22日）
　障害を持つアーティストたちの「可能性の芸術」作品展
・ワークショップ（19～20日）
　講義および型万古陶芸、伊賀組み紐など実技講座
・障害者芸術日英フォーラム（20日）
　英国のヘルスケアアート専門家3人及び東海三県からのパネラー参加
●問い合わせ先／ＮＰＯ福祉芸術文化研究会　Tel.0593-96-
2700　Fax.0593-96-5077
●主催／ヘルスケアアート東海イン四日市実行委員会、障害者芸術
日英フォーラム実行委員会

ヒッポファミリークラブ教育講演会

東へ西へ～ひと・ものをつなぐ命の架け橋
伊賀広域震災ボランティアフェスティバル

日本型循環社会講演会
有限な地球で生きる

ヘルスケアアート東海イン四日市
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「地域活動支援事業」への参加団体募集
のご案内
●受付締切／5月31日（月）
●助成の目的／三重県の生涯学習振興の一環として、地域における
社会教育関係団体の事業の充実や、社会教育関係団体を基盤とした
地域社会の形成を図るために、社会教育関係団体が行う地域活動に
対して、事業にかかる経費の一部を補助します。
●助成の対象となる団体／1、社会教育法第10条に規定された団体
で、全県的あるいはそれに準ずる広域にわたって社会教育活動を
行っていること。
2、定款、寄付行為または規約を有し、団体としての意思決定により事
業の執行ができること。かつ、独立した経理及び監査の機能が確立し
ていること。
3、団体の実績が客観的に認められること。
4、活動の本拠となる事務所が三重県内に置かれていること。
5、三重県内に住所もしくは勤務先があるものによって構成された団
体であることを原則とします。ただし、1～5の要件を備える団体で
あっても政治活動、宗教活動、営利事業を主たる目的とする社会教育
関係団体は補助対象から除外します。
●助成の対象となる活動／生涯学習振興のための社会教育活動に
係わる事業で、おおむね次に揚げるものとし、1つの団体について、1
つの事業を補助対象とします。ただし、全国規模あるいはそれに準ず
る規模で行われる事業は除外します。
1、大会または行事の事業。
2、調査研究または資料の作成、配布の事業。
3、その他、必要と認められる事業。
なお、いずれの場合も国、県、あるいは市町村などから補助金を受け
ていないものであること。かつ、その成果が当該団体のみならず、広
く県民に還元されるものであること。

助 成 金
ニ ュ ー ス

12年11月1日から行われる、第12回全国生涯学習フェスティバル
まなびピア三重2000にむけてみなさんと一緒に様々な学びのシー
ンでお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています。

【「第12回全国生涯学習フェスティバル」の第1回企画委
員会を4月28日開催しました！】
この企画委員会は教育・文化機関やボランティア団体、ＮＰＯなど様々
な分野で活躍されている8人の方で構成されています。生涯学習
フェスティバルを市民参画型のフェスティバルとするために意見交換
を行いました。今後はフェスティバルの大会テーマを検討し、事業計
画の企画、立案を行い実行委員会に提案します。大会運営について、
ご意見などあればお寄せください。

【この秋、第5回三重県生涯学習フェスティバルが開催！】
●開催期間／11月7日（日）～14日（日）
●開催地／伊勢市・鳥羽市・玉城町・二見町・小俣町・大宮町・南勢町・
南島町・紀勢町・御薗村・大内山村・度会町・浜島町・大王町・志摩町・阿
児町・磯部町
●内容／伊勢市生涯学習センター（いせトピア）を中心に南勢志摩
17市町村で様々な学びのシーンが展開されます。
●問い合わせ先／514-8570　津市広明町13　第12回全国生涯
学習フェスティバル実行委員会三重県事務局（三重県教育委員会事
務局生涯学習課全国生涯学習フェスティバル推進室内）Tel.059-
224-2736　Fax.059-224-3022

●内容／「共感する！指示しない！教えない！」。子どもの言葉に耳を傾
け、その心を丸ごと受けとめる電話の「受け手」を30名募集します。
興味のある方は、是非ご連絡ください。
●締切／6月30日（水）
●実施日／8月17日（火）AM10：00～8月19日（木）AM10：00
●ところ／子ども劇場三重県センター
●申込・問い合わせ先／514-0002　津市島崎町132-40　子ど
も劇場三重県センター 　Tel.＆Fax.059-223-4944

病気・災害で親を亡くした子どもたちへの奨学金の貸し出しと心のケ
アなど物心両面の支援を行う民間非営利団体、あしなが育英会では、
全国に40万人いると言われる病気・災害遺児を進学させるために毎
月500円玉1個のあしながさんを募集しています。
病気・災害遺児の中でも社会保障が最も少なく、長期間の医療でお金
を使いきり、最も困窮しているのが16万6千人のガン遺児世帯で
す。ガン遺児のお母さんの平均勤労月収は15万2500円と一般世
帯の4割足らずです。この不況のためガン遺児世帯の3分の1が収入
減を訴えています。「あしなが育英会」ではこの10年間で8,572人
に奨学金を貸し出しました。しかし、社会状況の変化で奨学金はあと
1年分しか残っていません。困窮する遺児家族を助け、遺児の進学を
支えるためには「あしながさん」は欠かすことの出来ない存在です。
●問い合わせ先／あしなが育英会　Tel.03-3221-0888
●振込先／郵便振替口座［00180-0-15595］「あしなが育英会　
あしながさん奨学金係」

フリーマーケット情報
資源のリサイクルと共に、市民活動団体の活動資金集め
の場としてフリーマーケットが欠かせないものになってい
ます。市民グループが主催するフリーマーケット情報を教
えてください。

【ポルタひさいフリーマーケットの予定】
●とき／毎月第4日曜日
6月27日（日）AM10：00～PM4：00（雨天中止）
7月25日（日）AM10：00～PM4：00（雨天中止）
●ところ／近鉄・久居駅前ビル「ポルタひさい」西・南側歩道上
●参加費／無料
●内容／フリーマーケットのほか、弾き語りバンド「リンクス」のライ
ブも行われます。
●申込・問い合わせ先／久居フリーマーケット連絡会（山口登）
Tel.059-252-2117　ホームページ　http://www.nttl-
net.ne.jp/noboruyamaguchi/porta/

M IEチャイルドライン
―子どもがかける48時間でんわ―

子どもの心の“受け手”募集！！

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「500円玉1個のあしながさん」にご協力ください
ガン遺児の進学を支える



6

財団法人富士記念財団　社会福祉助成
金のご案内
●受付締切／7月31日（土）当日消印有効
●助成の目的／社会福祉に関する諸活動（主に心身障害者（児）の福
祉向上を目的としたもの）に対して援助を行い、その向上に寄与する
ことを目的とし、社会福祉に関する事業・研究に助成を行います。
●助成の対象となる団体／
1、事業助成…原則として法人施設・団体であること。但し、共同作業
所など法人格をもたないものであっても、助成をすることにより効果
が期待できる場合は対象としますが、個人は除きます。
2、研究助成…法人施設・団体または研究グループ。
但し、両助成とも過去3年間に当財団からの助成を受けたところは対
象外とします。
●助成の対象となる活動／
1、心身障害者（児）の福祉向上を目的とした企画であること。
2、当該案件が公の援助を受けていないこと。
3、明確な企画（目的・内容・資金使途など）であること。
4、経常的な運営費は対象外。
5、先駆的・開拓的事業を優先。
●助成の額／1、事業助成…年間総額1900万円程度とし、1件当た
りの金額は原則として100万円程度を限度とします。
2、研究助成…年間総額400万円程度とし、1件当たりの金額は原則
として100～200万円程度とします。
●応募方法／所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、定款、施設概
要、事業計画書、予・決算書、見積書など必要書類を必ず添付し、財団
事務局まで郵送。なお、社会福祉協議会などのコメント欄は、当該市
町村社会福祉協議会などに必ず記入してもらってください。
●問い合わせ先／（財）富士記念財団事務局　100-0004　東京
都千代田区大手町1-5-4　Tel.03-3201-2442　Fax.03-
5252-8660

日本財団ボランティア支援のご案内
【ボランティア活動資金援助】
●助成の対象となる団体／国内に事務所を有するボランティア団体
など、自主組織であり、規模や活動年数にかかわらず事業遂行能力を
有するもの。特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）含む。
●助成の対象となる活動／環境・自然保護、子どもの健全育成、社会
福祉、保健・医療、まちづくり、在日外国人支援、伝統文化の伝承、災害
救助など様々な分野の草の根活動。
●助成の額／原則として100万円を限度とします。

【福祉車両寄贈】
●助成の対象となる団体／高齢者・障害者への送迎・移送サービスを
行っているボランティア団体、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）また
は、公益法人とします。ただし、医療法人・学校法人・宗教法人・地方公
共団体は対象外とします。
●寄贈車種／財団指定の軽自動車と普通自動車の中から選べます。
●受付締切／7月15日（木）当日消印有効（援助金、福祉車両共）
●応募方法／団体名、担当者名、郵便番号、住所、Telを明記して下記
各担当までハガキまたはFaxで資料を請求してください。
●問い合わせ先／日本財団ボランティア支援部「援助金担当」または
「福祉車両担当」　105-0001東京都港区虎ノ門1-15-16日本財
団ビル　Fax.03-3580-6215

社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団
「わかば基金」のご案内
●受付締切／7月9日（金）必着
●助成の目的／地域に根ざした福祉活動を各地で推進しているグ
ループに支援金を贈り、活動を支援するとともに、ＮＨＫとの連携のも
とに放送により広く活動を紹介して、地域福祉の向上を目指します。
●助成の対象となる団体／地域で活発な福祉活動を進めているグ
ループ。（例：地域の施設や在宅を問わず高齢者や障害者の日常生活
を支援したり、様々なサービスを提供。障害者の社会参加や就労の場
づくりを促進したり、その活動の支援。文化活動を通して、障害や年
齢をこえた交流や相互理解をはかる。福祉情報の提供やネットワー
クづくりなどを通して、地域の福祉活動の向上につとめる。）
なお、行政や他財団などからの助成を「わかば基金」の申請と同じ内
容で受けていたり、人件費や家賃など活動運営経費や、実施済みの事
業への補填を目的に申請している場合は助成対象になりません。
●助成の額／1グループにつき30～70万円。約15グループ支援予定。
●応募方法／申込書を下記に連絡し、取り寄せる。
●申込・問い合わせ先／社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団　150-
0047東京都渋谷区神山町4-14第三共同ビル　Tel.03-3481-
7855　Fax.03-3481-7674
社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団中部支局　461-8725名古屋
市東区東桜1-13-3　ＮＨＫ名古屋放送局内　Tel.＆Fax.052-
952-7150

緑の募金公募事業募集のご案内
●受付締切／6月30日（水）
●助成の対象となる活動／
1、【国内緑化事業関係】国内で行う次のいずれかに該当する事業。
（1）2つ以上の都道府県にわたる広域的な見地から行う森林の整備
（植栽、下刈、間伐などの事業）、緑化推進を目的とするイベント。
（2）居住する都道府県以外で行う森林整備。
（3）川上と川下が連携して行う森林整備。
（4）その他、上記に準ずる森林整備及び緑化推進を目的とするイベ
ントなど。
2、【国際緑化事業関係】海外で行う次のいずれかに該当する事業。
（1）砂漠防止や熱帯林再生のための造林。
（2）土砂流出防止・水源かん養・薪炭林造成などのための造林。
（3）公園・学校の植樹などの緑化。
（4）苗畑整備や育苗。
（5）山火事防止などの森林パトロール、被害調査などの森林保全管理。
（6）その他、上記事業に付帯するセミナーや給水施設整備など。
●助成の額／一事業につき300万円を限度とする。
●問い合わせ先／【国内緑化事業関係】（社）国土緑化推進機構「緑
の募金」係　102-0093　東京都千代田区平河町2-7-5　
Tel.0120-110381　Fax.03-3264-3974
【国際緑化事業関係】（財）国際緑化推進センター「緑の募金」国際緑
化公募係　112-0004　東京都文京区後楽1-7-12林友ビル　
Tel.03-5689-3450（代）　Fax.03-5689-3360

●助成の額／補助対象経費の2分の1以内。20～150万円の範囲
で審査の上、補助します。
●問い合わせ先／三重県教育委員会事務局生涯学習課社会教育推
進担当　Tel.059-224-2982
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三重県内の市民活動団体の人をリレーで紹介していきます。但し、紹介するに当
たってはルールがあります。１・同じ地域で無いこと。2・同じ活動分野で無いこと。
さてどんな人がどんなふうに、つながっているのでしょう。上野市の民営市民活動
支援センター「ウィリアム・テルズ　アップル」代表の中村伊英さんから始まったリ
レーも今回で6人目。嬉野町の茅野さんから津市の神田さんにバトンタッチです。

自然エネルギーを遊びながら学ぶ
……自然エネルギーファンクラブとはどんな集まりですか？
三重大工学部の清水幸丸先生が声をかけて、去年の8月に発足しま
した。毎月第4土曜日の夜7時から10時の間、私の赴任校の三重ゆ
め学園で例会を持っています。3月には久居の風力発電の風車まで
ハイキングを行いました。今、取り組んでいるのは太陽光を集めて調
理をするソーラークッカーの研究です。
……見た目は段ボールの箱に銀紙を貼った感じですね。どん
な研究をするんですか？
みんなまず同じ物でやろうという
ことでスタートして、報告会をして
います。工夫する方法は二つある
と思うんです。一つはなるべく日
光を集めて、効率の良いように銀
紙を貼った周囲を工夫すること。
もう一つは調理器具を工夫すると
いうのが僕はあると思ったんです
よ。それで僕は熱伝導率がいい素
材を探しました。一番いいのは銀なんですが、そんなの手が出ません
から。実用化に向けて銅の打ち出しのやかんを使いました。
……本当にお湯が沸くんですか？
1時間ぐらいかかりましたが、ちゃんと飲めましたよ。だから夏はね、
朝これを縁側に置いていこうと（笑）。
……会のネーミングもいいですね。
そういうものでひたすら遊ぶ会ですから（笑）。ある人はプロペラの
羽根を削ってきて、自転車のダイナモをつけて、電気がつきますとか
やっているし…。会員の中には自分の家の電気をすべて風力と太陽
光でまかなっている人もいます。そういう人からごく普通の人まで幅
広い層で遊んでいるんです。

太陽熱の利用、浄化槽…工夫が生きる自宅
……ご自宅にもいろいろな工夫をされているということ
ですね。
屋根で太陽の熱を集めて暖房や給湯できるよう設計されています。
柱に沿ってダクトがありますが、屋根で集めた熱をこのダクトで床下
に送っているんです。木の床の下はコンクリートになっているんです
けど、そのコンクリートを温めることで床暖房になります。特に寒い
時はガスで沸かしたお湯を循環させて、ラジエターのように風を送
ることで温風にして床を温めます。
……太陽電池で電気をおこすわけではないんですか？
太陽電池も電気はおこしていますが、熱も光も利用するという形で
使っています。
……でも太陽電池で家中の電気を賄うのは難しいのでは？
夜は発電していないので買いますが、トータル的にはこの家を建て
てから、電気を売っている方が多いです。例えば去年の年間のデー
タなんですけど、うちの発電量が2305キロワット／アワーです。そ
の内、1420キロワットを売りました。残りの900キロワットぐらいを
自家消費したということになりますね。夜間や雨の日に買うのは
1000キロワットぐらいですからエネルギー的には充分賄っていて、
うちは発電所として機能していると（笑）。
……太陽熱利用の他にどんな工夫があるんですか？
浄化槽をつけています。雨水と生活排水を処理した水を庭の下に2
トン貯めて、トイレに使っています。トイレを流すと浄化槽で処理し、
ぐるぐると循環利用しています。また、処理したあとの汚泥もすくえ
る分は畑で肥料として使っています。これは出所がわかっています
から安心して使っています。
……浄化槽についてはどこで勉強されたんですか？
僕のところはリターン利用しているからきちんと自分で管理したい
と思って。点検って槽内の微生物を気候にあわせてうまく活動させ
るように管理するのが目的なんで、どれだけ覗くかの話なんです。僕
はトイレを流せば様子がわかりますから「ちょっと調子が悪くなって
きたぞ」と思えばすぐに覗けますから。でも我流じゃなくてきちんと
した知識が欲しいじゃないですか。それで浄化槽管理士の免許を
とったんです。これは2週間缶詰で講習を受けるんです。もちろん、
僕以外は業者の方ばかりでした。汚水処理の勉強をするには浄化槽
を知るのが一番。下水道というのは浄化槽と機能が同じなものを大
きくしただけだからどんな処理をしているかは浄化槽の勉強をすれ
ばわかるんです。
……この家を建てようと思ったきっかけは何ですか？
女子差別撤廃条約批准の時、家庭科が男女共通の授業になりまし
た。それで家庭科の教員免許を取ろうと勉強したんです。被服や調
理、いろんな勉強をしたなかで特に住居の勉強が面白くなってきた
んです。環境負荷の小さい住居や古い日本家屋の勉強をしたら、ど

自然エネルギーファンクラブ

神田 厚さんに聞く

これがソーラークッカーです。中
にやかんが入っています。
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諸岡安樹（もろおかやすき）さん。
神田さんが紹介してくれたのは菰野町に住む諸岡さん。その諸岡さ
んが営んでいるシイタケ園は少し変わっています。それぞれのシイタ
ケにオーナーを募るオーナー制で運営されているのです。

集
後
記

特定非営利活動法人が誕生しました。これから県内の市民活
動はどんな広がりを見せていくのか、とても楽しみです。
市民活動センターにも新人スタッフが登場しました。先輩ス
タッフ同様、よろしくお願いします。
「市民活動ニュース」への情報やご意見、ご要望もお待ちして
います！Faxや郵便などでお気軽にお知らせください。

編

ういう家が自分の理想なのか頭のなかで描けてきて。
昔の日本家屋の作り方というのは吉田兼好の『徒然草』にも載ってい
ますけど「夏をむねとすべし」と言って高温多湿に対応し、冬はとにか
く耐えた。うちも日本家屋の影響をすごくうけています。ただ、昔は冬
を捨てる生き方でしたが、今の技術なら冬を補うことが可能になって
きています。ところが今は逆に締め切ってクーラーをつけなくては生
活できない家ばかりになっている。そこにエネルギーの問題もある
と思って。僕は両方補える家もできるんじゃないかと思って建てたん
です。
……ところで、気になるのは建築費なんですけど…？
全部で2500万円くらいです。高いか安いかはこれまでの話で判断
してください。ただ、水道光熱費の合計が昨年は約70000円でし
た。一ヶ月平均にすると約6000円。これだけあれば一ヶ月、生活で
きるという安心感はありますね。

光を当てるとそこに熱がたまりやすいコンクリートの性格を教えまし
た。そこで「フライパンのように周りをあっためておいて、中でクー
ラーを付けることは合理的なんだろうか？」と考え、5月に入ってから
クーラーを付ける前に直射日光を遮る努力をやってみようと、校長室
の前にグリーンカーテンをつくりました。隣りに同じ広さの事務室が
あるんですけど、そちらはしてないんです。夏に温度変化を計ればお
そらく差がわかるんじゃないかと。3ヶ月かけた実験です。
……コンピューターを教えているということですが、家には？
仕事で使うだけだからないです。でも欲しいとは思います。電子メー
ルのやり取りなんか便利だし、家でちょっと仕事したいっていう時に
は学校へ走っていかなくちゃいけませんから。
……車はないんですか？
ないです。学校には歩きか自転車で。僕は、先生は車、生徒は電車や
バスで学校に来るというのはなんかおかしいなって思うんです。家庭
訪問に行きたい時に便利ということもあるけど。教員というのは教科
の中で教えることはあると思うけど、教室を出たらどっちが先生かわ
からないですよね。特に今は定時制高校で、僕より年上の生徒もいる
わけで、そういう人たちと共感していかなければ人間としてつながり
というのは成り立っていかないと思う。それは昼間の学校にしても同
じです。
……不便ではないですか？
そうでもないです。実はうちはカー、クーラー、カラーテレビの3Ｃと
いうものがないんです。扇風機はありますが、出したことはない。風
が全部直線的に抜けていくように家をつくってあるので、涼しいんで
すよ。確かにひと夏に2日か3日くらい寝苦しい夜はありますよ。でも
「今日は気合いはいっとる夏らしい日だなあ」ってビールでも飲みな
がら妻と夜明かししてしまうんです。
……お話を聞いていると「何が何でも」というわけではなく、
楽しんでいるのがよくわかります。
だから続くんですよ。無理してやっているわけじゃない。メディアが環
境に優しい生活って紹介しますから、環境のためだけにこういう生活
をしてると勘違いしている人もいるんですよ。でも、車を持たないこ
とにしてもいろんな理由があるんです。例えば僕が子どもの頃、道路
は遊び場でした。何が子どもたちから道路を奪ったかっていえば車で
しょう。僕はそれに加担したくないという気持ちがあるから、車を持た
ない方が精神的にラクなんです。それを実行することが結果的に環
境にいいことだった。その最後のところだけを見て実行しようと思っ
ても苦痛だと思うんです。あくまでもトータル的なことなんですよ。

●
自然エネルギーファンクラブ事務局（神田）
住所／514-0823津市半田1189-13　Tel.059-224-4133

人間としてどう生かされているか…
生徒たちに知らせたい
……それ以外の活動は？
僕は商業科の教員で経理とコンピューターを教えています。でも、今
の子どもたちを見て勉強以前に、人間としてどうやって生かされてい
るのか知らずに生活しているのがありありとわかったんです。ほとん
どの人は電気も水道も外部に依存していますよね。理解して依存し
ているならいいけど、それが麻痺している。その部分をもう一度しっ
かりつくりなおす必要があるんじゃないかな。実はそれで家庭科の免
許も取りに行こうと思ったんです。
……風呂を沸かすにもボタン1つですからね。
見えなくなっていますからね。そこを僕がメッセージとして伝えてい
きたいなと思ったんです。今年から週2時間、環境の時間をつくって
もらいました。生徒12人でゼミみたいな感じです。自分はこれから
を担っていく子どもたちにそういうことを問いかけられる場を持って
いるから幸せだと思います。
……どんな授業をされているんですか？
この4月から始めたのは「学校にクーラーはいるか」という話。「なぜ
暑いのか？」ってことからきっちりと分析しようということで、直射日

神田さんの自宅で
す。屋根には太陽熱
利用のシステム、庭
の地下には浄化槽と
雨水を貯めるタンク
があります。

します。神田　厚さんはこの人を 紹 介

環境のために…と考えて無理してしているわけじゃない
から続くんです。いろいろな理由があってこの生活をし
ている。それが結果的に環境にもいいことだった。その
最後のところだけを見て実行しようと思っても苦痛だと
思うんです。


