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手あそび&わらべうた購習会に0加した雷さん

昔からの遊びや歌を子どもたちに伝えていこうと「手あそび&わらべうた講習会」(NPO法人ふ

<ろうの森主催)が 6月 22日、鳴門市立図書館で開かれました。講師の梅谷美子氏 (子育て支援

センターきりんはうす事務局長)が歌いながら手や体を動かすと、参加した子どもたちや大人もそ

れに合わせて手などを楽しそうに動かしていました。

瘍 瘍 活 動 紹 介 琴城流大正琴ボランティアクラフ

代表 阿部 善信

また今年に入って2月には、第31回琴城流

大正琴演奏会をキングレコー ド歌手とコラボ

レーションコンサー トを開催し盛会裡の内に

終了しました。

今年で正式にボランティア活動を始めて 1

2年に入りましたが、老人福祉施設での約 1時

間の慰間演奏が終わり帰り支度をしていると

きに施設利用者の方で「また必ず来て<ださい

よ。今度は何時来て<れるの」と目に涙を浮か

べて私たちに熱い声をかけてくださる、その一

言が私たちが長期に及ぶボランティア活動に

執着したのであると思います。

このボランテイア活動は月に平均6回～7
回慰間に行つていますが、週に2回～ 3回を川

東公民館に於きましてボランテイアクラブ指

導員阿部光代先生の指導により練習をしてお

り同時でも慰間演奏に出演できる体制にして

おります。これからも健康に留意し少しても長

く慰間演奏等を継続して行きたいと思います。

私たちの琴城流大正琴ボランティアクラフは

平成 14年 5月に発足、大正琴演奏を通じて地

域社会との交流を図り、社会に貢献する事を目

的に発足しました。現在大正琴の会員は80名
たらずですが、このボランティア会員は全体の

会員の中から演奏技量、人格の卓越した会員を

任命し現在 16名が活動しております。

活動内容は鳴Fヨ市、徳島市、板野郡、吉野川

市、名西郡等約40数箇所のデイケアハウス、

病院、老人施設、福祉関係施設等を演奏慰Fo5を

しており、最近5年間で平均80回、鳴門市な

ど公の主催イベントに平均 10回程度合計年間

約90回出動しています。

昨年は大正琴生誕100周年記念イベントが

全国的に展開され、また、第27回国民文化祭

が皇太子殿下御臨席のもと徳島県で開催されま

したが、私たちのボランテイアクラブも国民文

化祭に美馬郡脇町「オデオン座」に於いてコン

サートを開催し盛会裡に終了しました。



軋 匁 大津地区自治振興会
会長 大西 勝

大津農協前のコスモス祭り捜待所

その他には、地域づ<り活性イヒ事業 (活動の
一部抜粋し下記に記載)は、

①健康づ<り事業活動として、グランドゴルフ
大会 (平成24年 11月 19日 )、 囲碁ボー

ル大会 (平成25年 3月 23日 )の町内大会
を開催し健康づ<り と地域交流に努めてい
ます。

②域交流事業活動として、各地域自治会の催し
及び地域交流行事 (例え|よ 第一・大津西小

学生児童による凧づ<り、竹とんぼづ<り、
各地域の祭りやカラオケ大会等)の共催を図
り地域交流を盛り上げています。

③生活環境整備事業活動として、EM液及びE
Mダンゴ作りを行い希望する大津地区内に

配布し河川への投下による水質浄化に取り
組んでいます。

④安全な街づ<り事業活動として、交通安全パ

トロール・交通安全キャンペーンを毎年 (1
1月下旬)大津農協前で関係団体と共催で開
催しドライバーに特産品の鳴門金時芋を配
布しながら交通安全運転を呼びかけていま
す。又、小学生児童による交通安全標識づく
り等々。
コミュニティ事業活動は、花街道整備活動・

福祉施設訪問・自主防災会の大津地区連絡協議
会の組織づ<り等々、特に大津地区内の9地区
自主防災会は平成24年 4月 をもつて全地区
の組織が結成されました。現在大津町自主防災
連絡会の立ち上げ組織づ<り に取り組んでい

ます。

今後とも、地道に地についた地域活性化の街
づ<り・コミュニティ活動を推進し、大津地区
の地域活性化に結びつ<運動を進めていきた
いと思つています。
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鳴Pヨ市市民活動支援センター        。́
「

丙Rヽ   :
市民の皆さんの社会貢献活動をサポートします !

「NPO法 人を設立したいがどのような手続きをすれば良いの ?」

「 NPO法 人の運営に関してア ドバイスをして欲しい」
「地域のためにボランティア活動を始めたいけど、どのような団体があるの?」 など

鳴門市市民活動支援センターでは、専任指導員が市民のみなさんの社会貢献活動に関す
るご相談に応じます。お気軽にお立ち寄り<ださい。

NPO法人やボランティアグループのみなさんが会議などにご利用いただけるスペース
も準備しています。

鳴門市撫贅町南浜字東浜30-9  老人福祉センター 1階
開館日 月～金曜日 13:00～ 18:OO   体館日 ± 0日・ 祝日 0年末年始
丁EL088-685-7170(鳴 門市社会福祉協議会内)

FAX088-686-4059    E‐ maili naruto.npooshiettDgmailocom
― ・

:

大津地区自治振興会活動の便り

私たちの大津地区は、鴫門金時芋、れんこん、
梨、大根等々、阿波の特産品を栽培し、特に京阪
神地区の台所を支える農業経営が主な産業となる
地域特性を形成しています。

大津地区自治振興会は、大津町東部地域として

「長江・ 徳長 0吉永・ 矢倉・ 木津野」大津町西部
地域として「備前島・ 大代・ 段関・ 大幸」の合計
9地区3305世 帯で構成され各地域の特性を活
かした自治振興活動を展開しています。

主な地域づ<り活性化活動として、鴫門市花街

道地域づ<り に9地区が積極的に参加し国道28
号線より大幸地区間の市道 (基幹震道4km)花
壇にコスモスを栽培し、秋には大津農協前でコス

モス祭りを開催して、大勢の見物客並びに小さな
子供さんからお年寄りまで地域内の皆さんが参加

して、咲き誇つているコスモス街道を散策鑑賞し

ながら楽しい秋の 1日 を満喫して頂いています。

尚、コスモス祭り開催 (平成24年 10月 15日 )

当日には大津農協前で鉢花と風船を参加者のL.L様

にお配りし花作りのきつかけとして喜ばれていま
す。



NPO法人ジ∃ブOBネ ットワーク

理事長 仁尾 國雄

「GG世代」、50歳以上のアクティプシニア

層を総称して呼ぶ呼称です。シニアの社会参加を

応援する弊NPO法 人ジョブOBネ ットワーク

にも当てはまるかも知れません。「GG世代」は

文字にすると心地よいのですが、肝心な会話言葉

になると「ジージー世代」「ジジ世代」「爺爺世代」

など少々荒つぽ<なります。果たして定着度はい

かがなものでしょうか・・・ 。

シニアの社会参力0を応援する活動の一つに「請

座」があります。ますは「市民パソコン活用講座」

です。アクティプなシニアライフに繋がればと定

期的に年間3～4回開催しています。

吉野川市にはネット上で『さっちゃん』と呼ば

れる90歳の人気プロガーが活躍されています

(堀江幸子さん)。 堀江さんは「会ったことのな

い人が、毎日見て<れるから体むわけにはいかな

い」とコメント、毎日趣味の絵をアップしていま

す。高齢イじ社会にとって「孤立」はもはや特別な

ものではありません。講座がパソコン活用を通じ

た人とのコミュニケーションに繋がることを期

待しています。

次は「NPO会 計人材賛成講座」です。

NPOは 昨年4月から新しい会計基準が施行

されました。徳島県の認証されたNPO法 人は

315法 人 (5月末)、 法人化せず任意組織で活

動している団体等も数多<あります。どちらも、

その多<はいわゆる小規模な組織とされていま

す。小規模な組織ゆえの課題の一つに「会計人

材」の不足、育成があります。新たな地域コミ

ュニティの担い手として期待される小規模なN
PO等の会計カアップに繋がることを期待して

います。

「 1212」 何の数字かといいますと弊NP
O法人が毎年県に提出する事業報告書の累計数

字です。わかり易<言いますと弊NPOが 6年

間で関わつた講座、セミナー等への参加者の総

数です。

NPO法 人ジョフOBネ ットワークの大切な

数字のメッセージです。

:~~~~~~~~~―
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11輩1翌1■ _1111_土」

|               「市民パソコン活用講座」               |

【日 時】8月 19日 (月 )午後6時 30分～8時まで 毎週月曜日6回コース

【場 所】徳島県立障害者交流プラザ

【参加費】6,000円 (教材費込)

【問合せ先】NPO法人ジョブOBネットワーク  な090-8691-1085
URL:http7/ww.jobnet.v‐ npojp

NPO「会計人材養成講座」

(土)とくしま県民活動プラザ   午後2時～4時まで

(日 )NPOジ ョプOB事務所 (鴫P3市) 午後2時～4時まで

【日 時】8月 24日

【日 時】8月 25日

【参加費】500円

市民パソコン活用講座



「最近思うこと」

こんにちは、みなさんお久しSりです。

この「市民活動情報紙なると」に「私たちの4
年間とこれから」というテーマで文章を載せて頂

き、早3年が経ちました。

その間私たちの団体は「聴覚に障害を持つ人が

安心して地域で生活できるように」生活面の支援

や、生きがい活動の企画運営ふれあいの居場所や

有償ボランティア、助け合い活動等を鳴門市に留

まらず広域に活動ができるようになりました。

今回また載せて頂けるということでどんなこ

とを書こうかな ?と考え4年前の文章を読み返

していると、4年前に書いた「これからの不安」

がまさに今起こつています。

NPO法人あたたかい手コラボ
理事長 斉藤 あや子

それは障害を持つ高齢者の生活の問題です。

自分の状況をうま<話せない彼らにとってこ

れからどうしたいのかが言えない。情報が入ら

ない彼らには、自分の1薔来を選択する材料など

な<、 聞こえる人主導で話が進み結果だけ間か

される。など尊重されるべき本人の意志は後回

しという状態です。

そんな場面に遭遇するたび私たちの活動も

まだまだ 。・・ 00と感じます。

今後も私たちは様々な活動を展開しながら

仲間を増やし、更に前へ前へと進んでいきたい

と思います。

また3年後「情報紙なると」で活動報告をで

きたらいいなと思つています。

行暮のお知らせ

「ふ<ろうの森」文学教室②

「会津若松と鴫円」

【日 時】平成25年 10月 12日 (土)

13:30～ 15:30
【場 所】鴫P3市立図書館2階 視聴覚室

【講 師】西田素康さん 鴫Pヨ郷土史研究会
【内 容】成辰戦争と会津(1868年～1869年 )

1    松平容保 (藩主)と家老群

会津関係略年表

「八重の桜」(NHK大河ドラマ)に関して

【対 象】一般。興味のある方、どなたでも

【費 用】100円 (当日、受付にて集金)

【持ち物】メモ用紙、筆記用具

【申込方法】申込書に記入の上、ふ<ろうの森事

務所まで丁EL・ FAX または、.

鴫Pヨ市立図書館児童室入□の申込

箱を利用して<ださい

【申込受付】9月 3日～ 10月 12日
(なるべ<事前申し込み先着順、当日受付可)

【定 員】50名 (定員になり次第、締切り)

【問合せ先】

NPO法人「6<ろうの森」事務所
8088-685-0389

平成 26年度 NFD orle leaf fund

◇助成対象事業

1)植物保護活動

2)自然保護・環境保全・ 環境福祉の調査 。

研究

◇応募資格 対象事業を行う団体・ 個人

◇対象期間

平成 26年 4月～平成 27年 3月に実施を

予定しているもの

◇助成金額 1件あたり80万円を限度

◇締切日 平成 25年 8月 31日 (消印有効)

◇間含せ先

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

803-5420-8741

○資産の変更登記 (金額が変われば毎年)

○役員 (代表者)の変更登記 (2年に 1度 )

(役員改選で再任された場合も)

(定款に「理事長は、この法人を代表し、その

業務を総理する」との規定があって、現在も理

事全員が登記されたままであるNPO法 人は

「代表権を有する理事以外の理事の代表権喪

失」の登記が必要です)

※登記を怠ると過料が課される場合がありま
す。


