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■特集：市民活動センターとは
■登録団体の活動の様子
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表彰/寄付金・助成金獲得団体の紹介

■シリーズ：まちを支える団体の皆さん
“まちの安心安全を守るために”

■あまのあれこれ事典
“あま”と“すっぽん”その１

We love AMA
■特集：市民活動センターとは

■センターからのお知らせ

～人がつながる、思いがかたちに～

市民活動センターは、主に「まちをよくしたい」との思いで活動している市民活動団体の支援を行っています。団体が
市民活動センターに登録すると施設の利用ができます。また、あま市で暮らす人々をつなぎ、協働のまちづくりを進
めています。日ごろのセンターの様子と共に、その役割をお伝えします。

登録団体の方へ
■ 登録団体を支援しています ■
施設の提供…コピー機等の機器や打合せスペースの利用が
できます。
相

談…活動に関する相談を受け付けます。

講座の開催…団体の活動に役立つ講座を開催します。
団体交流会の開催…団体同士の情報交換の場を提供します。
協働の推進…行政、市民、市民団体、地域団体、学校、企業の

掲示板を彩るチラシの数々。登録団体の活動の様子を垣間見
ることができます(写真上)。また、打合せスペースでは、団体

連携のための仲介役を担っています。

が真剣に議論をしたり、作業を行ったりします（写真下）。

情 報 発 信…様々な市民活動の情報発信をしています。

■登録団体の皆様へ■
総会のシーズンですね！総会の進め方や会計報告など
でお困りごとがあったら、ぜひ市民活動センターにご
団体のチラシの他、行政関係のチラシ類も設置（写真左）。

相談ください！

防災、健康福祉、子育て、文化、環境などの団体の活動内容を
知るには、緑のファイルをご覧ください(写真右)。

団体を立ち上げたい方、特技を活かして社会貢献したい方へ
■ 誰かのために、社会のために ■
市民活動とは、自分のためだけではなく社会の課題解決のために自主的に行う活動のこと。柔軟な発想や特技
を活かして活動できるところが市民活動の魅力です。団体を立ち上げて社会や地域のために活動したい方は、
一度ご相談ください。団体設立の方法や活動の仕方などアドバイスいたします。

ボランティアをやってみたい方へ

どんなボランティア
があるのかしら

■ 一歩を踏み出しませんか？ ■
ボランティアのマッチングを行っています。関心のある方は、ぜひ、市民活
動センターにご相談ください。ボランティア参加へのきっかけづくりのお
手伝いをします。
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■ 登録団体の活動の様子 ・・・表彰団体／寄付金・助成金獲得団体の紹介
金岩コミュニティ協議会
安全なまちづくり活動に対し、愛知県から感謝状
「2020 年度安全なまちづくり愛知県民大会」において「金
岩防犯パトロール隊」が、功労団体として感謝状を授与されま

■表彰団体の紹介■

した。コミュニティ活動の一つとして毎月行っているパトロー
ル活動は、住民にとっても心
強い取り組みとして喜ばれ
ています。活動中に地域の

子どもから「金岩を守ってくれてありがとう!」と声をかけられ、大きな励みに
なったそうです。最近、３０～４０代の若い人たちが参加するようになり、今後
の活動への可能性も広がります。

美和 おはなしグループ グー チョキ パー
子どもの読書活動優秀実践団体として文部科学大臣賞を受賞
平成 4 年から子どもたちの読書活動の推進を目的に「おはなし会」を続けてきた実績
が認められ、「令和 2 年度子どもの読書活動優秀実践図書館・団体(個人)に対する文部
科学大臣表彰」を受賞。おはなし会には、絵本、紙芝居、わらべ歌、工作を取り入れるなど、
さまざまな工夫を凝らして子育て中の親子に読書の楽しさを伝えていま
す。今では２代にわたる親子ファンも増えてきました。今後は、絵本やわら
べ歌等の伝承のほか、コロナ禍での活動のあり方も考えていきたいとのことでした。

NPO 法人ママ・ぷらす
「ハルカ基金」の初年度寄付先に選出
七宝町川部の事務所にて

一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会が運用す
る 2020 年度「ハルカ基金」の初年度寄付先に選ばれ
ました。15 年を超える地道な子育て支援活動が評価

■寄付金・
助成金獲得団体の紹介■

されたことは、大きな励みになったそうです。寄付金
の使途として、参加費無料の「マタニティヨガ」と「ベ
ビーマッサージ」等を企画中。子育てを取り巻く環境が
変化する中、「楽しんで子育てしてほしい」との想いは変わらず、今後も意
義ある活動を続けていきたいとのこと。
ママ・ぷらすの情報は、公式 LINE への登録、またはホーム
ページをご覧ください。

LINE QR コード→

福田川をきれいにする会
「令和３年度あま市社会福祉協議会
ボランティア団体福祉啓発
活動助成事業」助成金獲得
新居屋エリアを中心に、多世代の住民が

にこり PARK

関わり、福田川を昔のようなきれいな川に

「令和３年度あま市社会福祉協議会ボランティア団体
福祉啓発活動助成事業」助成金獲得

戻そうと活動をしています。助成金は、除

子育て中の人たちが、今以上に子育てを楽しめるようにとの思いで活

機械「ウッドチッパー」のレンタル料にあ

動し、助成金では初めての子育て親子対象に講座を開催。
「赤ちゃんが

てるとのこと。ゆくゆくは堤防に芝桜を植

草した背の高い葦や雑草を切断するための

きた！親子の絆づくりプログラム」
、通称「BP プログラム」

え、電車の車窓から季節が楽しめる

を通して、月齢が近い赤ちゃんを持つ母親同士がつなが

福田川の景観を

り、育児の知識や親の役割などを一緒に学んでほしいそ

見てもらうことが

うです。子育てを助け合える素敵な出会いがあるといい

夢だそうです。

ですね！
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高齢者支援パールの会
愛知県よりボランティア活動表彰受賞
9 月に「令和 2 年度ボランティア活動功労
者表彰」を受賞。平成 4 年から美和デイサービ

■ シリーズ：まちを支える団体の皆さん
第 1 回 まちの安心安全を守るために
私たちが暮らすこの地域には、住みよいまちになることを願い、自

スのお手伝いや、手づくりの誕生日プレゼント

主的に活動している市民がたくさんいます。今号より、地域への愛着を

を高齢者施設に届けるなど、長年にわたる高

原動力に、縁の下の力持ちとしてまちを支える登録団体の皆さんを取

齢者支援活動が評価されました。「みんな元気

り上げます。

でいてほしい」「いずれ自分もお世話になるか
ら」との思いで、今後も地域の高齢者の笑顔

第 1 回では、地域の安心安全を守るため、どのような活動が行われ
ているかその様子を紹介します。

につながる活動を続けていきたいとのことで
防災防犯活動を行っているのは、あま市防災ネット・沖之島自主

す。

防災会・すみれの会・自主防犯パトロール「あんずの会」・海部東部消
防ボランティア・秋竹防災リーダー会・篠田安心安全の会の皆さんで
す。防災の啓発活動や防災訓練、災害に強い
まちづくり、青色防犯パトロールを行っていま
す。

また、環境整備活動を行っているのは、あま市 530
皆さんおめでとうございました！

運動推進連絡会・二ツ寺ゴミゼロ・福田川をきれいに
する会。まちがきれいになれば間接的に犯罪を防ぐ効

人形劇団ゆめぽけっと
赤い羽根基金の応援助成金を獲得
「赤い羽根共同募金 with コロナ草の根応
援助成」に応募しみごと獲得されました。定期

果につながります。その他、コミュニティ協議会や寿会でも防犯パトロ
ールやスクールガードなど、日々の暮らしに欠かせない活動を担って
くれています。目にすることは少ないかもしれませんが、こうした見守
りの中、私たちは安心安全に暮らすことができるのです。

的にあま市や近隣地域へ出張し人形劇の公

市民活動センターでは、皆様とともに住みよいまちについて考え

演を行っていましたが、コロナ禍で子どもた

るため、「第 4 回コミュニティ交流会」を開催します。子どもが健やか

ちと触れ合う機会がなくなり、改めて子ども

に育つまちは、だれにとっても住みやすいまちと言えるでしょう。子

の笑顔あふれる公演を行いたいと感じたそう

どもたちやお年寄りに寄り添える地域とは？ 多様化するライフスタ

です。ただ今、助成金

イルに対応できる地域の仕組みとは？ コミュニティ協議会の関係者

で新しい人形を制作

の他、自治会役員や市民の皆様のご参加をお待ちしています。

中！公演の再開を楽
みにお待ちください
とのことです。
マスコットの
カエル合唱隊

「第 4 回 コミュニティ交流会
～今こそ子どもを守る新しい地域づくり～」
日時：令和 3 年 6 月 19 日(土)
午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

あま市 de 学生まちづくり

会場：七宝産業会館大会議室
募集人数：会場 50 人 オンライン 50 人

あま市市民活動補助金を獲得
「令和３年度あま市市民活動推進事業補助

講師は、前回に引き続き

金」を獲得。自分たちの目線でまちの課題を

IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」代表の川北秀人氏。

みつけ、解決に向けた活動をする学生主体の

今回は会場参加の他にも自宅からオンライン参加も

団体です。今回の補助金では、
「自習室開放」

できます。ぜひご参加ください。

や「環境教室」事業を行います。今後も自ら
の学びの機会を増やし、とにかく「楽しい！」
まちづくり活動をしていきたい
とのこと。
学生のみなさんの
会員募集中です。

お問合せ・申し込み：あま市市民活動センターまで
☎052-445-1900
こちらのフォームからも申し込みできます。

←Facebook QR コード
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■あまのあれこれ事典…あま市の懐かしい話やオモシロ話

市民活動をしている皆さんに、もっとあま市を好きに

な ってもら いた い。そ んな 思 いで、今 号 よりあ ま市 の

・・
・

⁉

その１
魅力あふれる隠れたエピソードをお届けします。

「あま」と「スッポン」 ・・・スッポンの産地

かつて市 内 に「村 上 養 鼈 （ようべつ）場 」というスッポン

の養殖場があったのをご存じですか？ 記念すべき第一回

目は、あまとスッポンの関わりについて紹介しましょう。

はじまりは明治末期、新居屋村出身の村上寅治郎が、行

商 で朝 鮮 半 島 に出 向 いた際 、現 地 で天 然 スッポンが 食 さ

れており、それが結 核や心 臓 病等 に特 効 があることを知

ります。帰国後、弟たちと養殖にとりかかるも、失敗の連

続。それでも「為せば成る、スッポン事業は天の使命…」と

あまテラス市民ボランティア募集

自 らに言 い聞 かせ、苦 労 の末 、養 殖 に成 功 、ここに「村 上

養鼈場」が誕生したのです（昭和十年前後）。寅治郎曰く、

「気 候 温和 、水 質 絶好 の新 居屋 の里 は、“スッポンの産 地”

にして、木 曽 の分 流 が注 ぐ… 」と、この地 が スッポン養 殖

に適した土地であると自負します。「スッポンの産地！ 本

当かな？ 確かに河川が入り組み小魚等エサも豊富、スッ

ポンにとっても良 好 な住 処 と考 えられるけど 、本 当 に居

たの…？」

そこで複数の機関に確認したところ、津島市図書館Ｓ館

長曰く「居ましたよ！ 明治天皇

行幸の際（
明 治元年 ）
、この地の

天然スッポンを献上していま

す…」
とのこと。寅治郎の言う

「
スッポンの産地」
も、間違いで

は無いということが分かりま

した。

館長 近 藤 博

つづく（
次号は「
努力の人〝寅治郎〟」
について）

美和歴 史民 俗資料館

村上養鼈場で飼育された
親スッポンと子スッポン

「あま」と「スッポン」

活動団体情報募集中
「あまテラスニュースレター“あまがすき”」や市民活

市民活動センターでは、市民ボランティアを募集
しています。地域のために小さな一歩を踏み出して
みませんか？また、市民活動登録団体の活動におい
て、市民ボランティアの協力がほしいといった情報
もお待ちしています。お気軽にご相談ください。

動センターのフェイスブック、公式 LINE では、登録団
体のイベントや活動日の情報、またはメンバー募集、
ボランティア募集などの情報を発信しています。掲載
希望の情報がありましたら、早めにご連絡ください。
（但し入稿の期限がありますので、ご了承ください。）

■みわ日本語教室(美和情報ふれあいセンター)
・日本語ボランティア募集
…あま市国際交流協会

登録団体活動・イベントカレンダー
はじめました！

■保護猫譲渡会(七宝焼アートヴィレッジ)
・会場ボランティア募集
…ねこネット・あま

掲載情報をお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。

あまテラス情報発信のご案内

あまテラスに関するお問い合わせなど、お気軽にお寄せ
ください。ホームページでは、日々、あま市の市民活動の
最新情報をお届けして
おります。
市民

公式 LINE 登録お待ちしています
お友達登録をすると、センターからの
最新情報をお届けします。

あま市

活動

セン

ター

で検索してみてください！

メルマガ会員募集

イベント、講座の最新情報はホームページで発信中！
URL http://www.ama-shiminkatsudo.jp/

市民活動センターでは、毎月 15 日と 30 日に
メールマガジンを配信しています。ぜひご登録を！
下のアドレスからお名前とメルマガ
希望とメールしてください。
Mail：info@ama-shiminkatsudo.jp
⇦メールはこちらから

発行：あま市市民活動センター あまテラス
所在地：あま市七宝町遠島十坪 119-2 七宝産業会館 1F
TEL：052-445-1900 FAX：052-445-2030

Mail：info@ama-shiminkatsudo.jp
開館時間：9 時～17 時
閉館日：毎週月曜、祝日の翌日 年末年始
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