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子育てに関する相談や情報交換の場として「にこにこ広場」がキョーエイ鴫門駅前店4階

に開設されました。市から運営を委託された NPO法人子育て応援団レインボーが、「うた&
リズム」、「お話なあに?」 などのあそびを行うほか、育児の相談にも応じています。

「こころ豊かな衝づくりを目指して ・̈」
NPO法人ハーモニー『人・豊かな街づ<り』

ハーモニーが目指す調和とは、自然と人、産業やサービスなど全ての調和を意味します。そし

て、人の心の豊かさから生まれる街こそが私たちが目指す街づ<りです。

2000年 9月に設立総会をしてから、はや 12年が経過しようとしています。私たちが、今、

しなければいけないこと、またできることを考え続けています。豊かな街とは人が地域を大切に

する心、無理のない継続可能な活動をすることが大切であると考えます。

ほたる祭り、平成24年 6月 3日 (日)に北灘町櫛本の妙見神社前で開催します。竹 ドーム型

イルミネーシヨンは期間開催の含図となり訪れる人々に幻想的な世界へ導きます。イベント内容

は、地元の人が自然豊かな町内を案内し、ウォーキング大会、竹細工名人のもと、手作り工房 (竹

トンボ・竹馬)、 昭和レトロの庭では、紙相撲大会・コマ・ケン玉・ピー玉遊び、川の生き物観察

「す<い体験」等様々な工大を毎年<りひろげて楽しんでもらっています。

夜になると、ほたるが幻想的に乱舞し、人々の心を和ましてくれます。

必見 !!ほんとうに穴場のスポットです。手のひらに乗るような高さで

ほたるが舞い子供も大人も自然に酔いしれ、ひと時を楽しんでもらつています。

体験型事業 。(草木染め研究部会・伝統工芸の支援事業)の事業があります。

体験型事業は、リサイクルのモノを利用してさまざまな体験を提案しています。

子供たちや若者たちが、豊かな発想と感性を育み、環境づ<りを目指して活動しています。

ハーモニーは今後、お互いに助け合い、更なる活動をめざしていきます。私たちに課せられた

課題、限りある自然を再度見直し保全する事、また次世代に豊かな自然を残すことが地域での大

きな役割であると考えます。

行く川の流れは、絶えずして、しか0もとの水にあらす。「人・豊かなまちづくり」

に 噸 場 子育て応撮団レらイ■の事務所



私たちの会は5月の総会で、1年間の事業計
画を作りそれに合わせて行動をしていますが、
毎月 12日の定例会でその月に見合う行事を
話し合い実施している。この総会は各地区の町
内会長、役員、理事、一般会員約45名が参加
しています。

事業としては、環境衛生関係は、資源ごみの

回収は7月、 12月、3月 に実施。奉仕役員は
30名、車の奉仕は10名、地域清掃活動は7
月、9月、3月に協力者平均140名が、汽車
/AN園

や黒崎ノヽイパスの除革、清掃を実施そのほ
か、「花のまち斎田」のグループが、いつも水
遺りや除草の手入れをして実施しています。チ
ャレンジデーには斎田、桑島の境の中央分離帯
の除革清掃を実施しました。
10月に「花のまち斎田」が主催するコスモ

ス祭りが盛大に実施され、地域の業者の後援を
いただき、接待所を汽車

/AN園
で開設、地域、地

域外からの参加が多数あり盛会でした。

福祉・文化関係では、7月 20日に岩崎神社
の夏祭り協賛の納涼のタベがありますが、昨年
は台風接近のため実施出来ませんでした。いつ

もはカラオケ、民踊が盛大に行われます

斎田地区自治振興会の活動状況 斎田地区自治振興会 村澤 久豊
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成F盾謄讐翫   已辞喜
鷲鏡房薯曇嵯誓透署旅曇蓼F組

み、会員の防災

の履雪厨τj藤す信菖冒η穿す鶉夢じSiヨ暴雪
氏進廻轟良笏震PT2蓬橿醤虐lヵlラ晶褒蕊霙
切

真隼鶴 じょぅな計画で地域活動を
する予定です。
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新しいNPO法人です。
よろしくお願いします。

人権ネットもったいない

【事務所】鳴門市鴫門町三ツ石字芙蓉出下
105-6

【理事長】喜多 良雄

【分 野】保健・福祉、社会教育、人権・平和、
子どもの健全育成

【事 業】①助け合い及び生活相談
②居宅サービス及び居宅介護支援
③子ども会活動支援
④子育て支援

⑤教育研修

⑥居場所づ<り
⑦障害者自立支援法に基づ<障害者
福祉サービス

◎一般乗用旅客自動車運送
(福祉輸送事業限定)

5月 30日 (水)10:oo～
新池川 警察前の池集合
EMダンゴ投入

8月 19日 (日 )10:Oo～
新池川 警察前の池
EMダンゴ投入、コスモス種まき
カヌー体験、かさ氷
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EMダンゴつくり
時】6月 24日 (日)9:oo～
所】し尿処理施設 (本津)

容】EMダンゴつ<り
5個プレゼント

新池川 清掃奉仕
時】7月 22日 (日)9:oo～
所】撫養橋～石越橋
容】清掃
新池川をされいにする会



しあわせになれる社会をめざして
NPO法人ヒューライツ鳴門

◆工作教室、おやつ教室、料理教室

【場所】青少年会館 両館

【対象】幼稚園、小学生

【日時】夏体み随時

◆映画大会

【場所】青少年会館 本館

【対象】幼稚園、小学生

【日時】夏休み随時    t
◆水泳教室        

―【場所】林崎、堀江南小学校

【対象】Jヽ学生

【日時】夏休み

◆人権問題学習ミニキャンプ

【場所】青少年会館 立岩分館
【対象】Jヽ学生、中学生

【日時】夏休み

ふれあい歌菫

NPO法人ヒューライツ鴫門で活動をはじめて今

年で6年目を迎えています。私たちの法人は、差別

のない社会の実現をめざした活動を目的としてい

ます。

青少年会館では、毎日、子どもたちの明るく元気

な声が聞こえ職員は日々奮闘しています。現在、少

子化で子どもたちの数がどんどん減少している中、

逆に会館の利用者は増えてきています。それは、青

少年会館の設置目的の一つてもある親の就労権の

保障、子どもを安心して託せる場所であるというこ

とと、もう一つは、基本的生活習慣の確立や自尊感

情を育み、差別を許さない子どもの育成を目指し

た、教育の場としての活動も行つているからです。

また、幼稚園、小学校低学年を対象にして学校 (園 )

までの送迎を行つています。最近不審者等の出没

や、交通事情により、子どもたちだけの下校は、保

護者にとつては、不安材料にもなつています。職員

が学校 (園 )まで迎えにいくことにより、保護者は、

安心して仕事をすることができます。

青少年会館の大切な行事のひとつとして、人権問

題を中心とした学習があります。中学・高校生は、

育反会の中で、小学生については、ふれあい教室で、

それぞれにテーマを決めて学んでいます。学習を通

して世の中には、いろいろな人たちがいることを実

感すると同時に、一生懸命生きている姿や、生命の

大切さをしつかりと学んでいます。また、年間行事

の中には、様々な活動を通しての仲間づ<りや、体

力づ<り等も行つています。

わたしたちは、一人ひとりの人権が守られ、みん

なが幸せになれる、そんな社会をめざした活動をし

てぃきたいと思つています。

◆青年、育反会スポーツ交流会
【日時】6月 25日  19時～
【対象】中学生、高校生、青年
【場所】大麻中学校 体育館

◆市場親子夏祭り
【日時】7月 14日  17時～
【対象】全般
【場所】人権福祉センター前駐車場

◆トランポリン教室

【日時】8月 5日前後 13時 30分～
【対象】幼稚園、小学生
【場所】鴫門市体操揚

青少年会館 本館

◆ふれあい教室 (小学生)

毎週火曜日 16時～17時

◆よみつこ<らぶ (幼稚園、小学生)

毎月第3金曜日 16時～ 17時
◆育反会 (中学生、高校生)

毎月第2月曜日 18時 30分～20時
◆子育て親育ての会 (乳幼児、保護者)

毎週金曜日  10時 ～

◆子育て保護者会 (保護者)

7月、3月  19時 ～

◆館外学習

【日時】秋休み
【対象】幼稚園、小学生

青少年会館 両館

◆書道教室 (小学生)

毎月第 1,3木曜日 15時 30分～
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社会福祉法人大麻福祉の町「板東の丘」は19
75年 (昭和50年)に「鴫門授産センター」と

して開設、2011年 (平成23年)4月 1日 に

新体系の移行に伴い名称を変更、知的障害者入所

授産施設から障害者支援施設として新しいスタ

ートをしました。

開設当初より、施設周辺の市道の革刈りや清掃

活動をはじめ、周辺地域での清掃活動に取り組ん

でおりました。利用者さんの高齢化に伴い周辺地

域での清掃活動というものは回数が少な<なつ

てきてしまつておりますが、春・秋を中心に年3
～4回市道の革刈りを実施、また最近では地域の

リサイクル活動にも積極的に参加しております。

春に行われる市道の革刈りは毎年4月 29日
に行われている草の実まつりに来て<ださって

いる、た<さんの方たちが気持ちよく会場まで来

れるようにと想いを込めて、秋の革刈りは夏に延

びきった革を刈り、ゴミの不法投葉がな<なるよ

うに願いを込めて行つております

社会福祉法人大麻福祉の町 板東の丘

車刈り

月に 1回程度、参加させて頂いている地域

のリサイクル活動ではスチール缶・古紙 0雑

誌・ダンボール類の仕分け搬出作業等を地域

の方たちと一緒に行つており、参加されてい

る利用者の方たちも地域の皆様と楽しく話を

されながら作業を行つており、地域の皆様と

交流を持つ良い機会にもなつております。

助 威 金 情 報

四国労働金庫助成金

◇対象活動

福祉活動、自発的、非営利活動で、公共性の
ある活動。

◇対象団体

(四国内に主たる事務所を有している)

NPO法人、社会福祉法人、ボランティア団体、
その他住民の福祉の増進を図ることを目的と
する。

法人および団体 (法人格の有無は間わない)。

◇助成金額  20万 円以内

募集期間 毎年6月 1日～7月 31日
(当年 10月～翌年9月末までに実施する活動)

(2012年度の募集は、2012年 4月～
2013年 9月末に実施する活動が対象)

◇間合せ先

四国労働金庫 経営統括部 経営企画グループ
8087二 811-8004

～  ―ロメモ ～
役員が任期満了で重任 (再任)された場合でも

律員変更登記が必要です。(2年に1度 )
資産

_`暫産日録)は毎年変更登記が必要です。

事務所移転のお知らせ

子育て応援団レインボー

―――■

【事務所】鴫Fヨ市撫養町小桑島字前浜23
キョーエイ鴫門駅前店4階

【分 野】子どもの健全育成、福祉、
社会教育、まちづ<り

【事 業】巡回親子教室等の子育て支援広場、
子育てコンシェルジュ養成,

子育てサポート相談、

子育てインフォメーション、
赤ちゃん家庭訪問

L_… ……………………………………………………………………」

鴫門市市民活動支援センター

鴫門市撫養町南浜字東浜30-9
老人福祉センター 1階

開館日 月～金曜日 13:00-18∞
体館日 土 。日 。祝日・年末年始

8088-685-7170
(鳴門市社会福祉協議会内)

FAX0 8 8-686-4059
E‐mail:narutoonpo.shieコ@脚 ail.∞m


