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「防災」について改めて考え、備える企画を実施します！
*****
１月の防災とボランティア週間にあわせ、１月16日・17日に、
高松市役所１階市民ホールにて、「防災とボランティア展」を
開催します。消防局の救助用機材や、現在も続く東日本大震
災被災地での市民活動をパネル展示します。災害ボランティ
ア経験者らで行うトークセッションでは、被災地での活動を通
じ、避けることができない災害に対し、私たちに何ができるの
かを、ともに考えます。
２月には、香川県社会福祉協議会・高松市社会福祉協議会
とともに、「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練」を計画し
ています。被災地での円滑なボランティア活動を支援する災
害ボランティアセンターには、個人・民間・行政などが連携し、
地域の実情に応じた運営が求められます。様々な立場の
方々に参加を呼びかけ、自分たちのまちで災害が起きたとき
に、何が必要になるのかを想定し、連携の仕方を模索します。
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ダイアログBar高松
ずっと住み続けたい「大人」なまち・高松
*****
10月6日は「物語を届けるしごと」
坂口祐さん、「一般社団法人 うみ
路」蜂谷潤さんをお招きして開催しま
した。お二人の話から、「取材して事
実を伝えるだけでなく」「商売としても
のを売るだけでなく」、間に立つ人間
のフィルターを通して関わる人々に
「ストーリー」が生まれることがとても
重要だとわかりました。
この後も、12月1日、来年2月2日
（いずれも高松市美術館１階喫茶室、
午後１時～）開催します！参加無料。
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「捨てずに活かそうネットワーク」企業がもつ資源を市民活動団体に提供！

もりもりボランティア講座（11月2日実施）、子どもたちも大人に手伝ってもらいながら、小さな手で森林整備がんばりました！

いまある人材こそ、躍動の原動力！
高松市市民活動センター
クリエイティブディレクター

人見訓嘉

企業が持っている中古オフィス機器や備品、倉庫、会議室、駐車場など…企業が使わなくなった
もの、普段使っていないものを市民活動団体に提供してもらおうという取り組み！
企業にとっては社会貢献、団体にとっては無料または安価で必要物資をそろえられる仕組みです。
双方の希望をマッチングさせるため、企業からの情報、市民活動団体の登録を受け付けていきま
す☆ 詳しい情報は高松市市民活動センター http://www.flat-takamatsu.net/ でチェック！

年度当初に、市民活動センターとして次の３つ
の目標を立てました。
人の集う明るく楽しい場づくり
認め合い、高め合う関係づくり
新しい価値の創造に挑む思考と挑戦
いま、当センターとして来年度の取り組みを議論
していくなかで、２番目の「認め合い、高め合う関係
づくり」が大きなテーマとなっています。高松市には、
現在たくさんの市民活動団体／個人／NPO法人
などが存在します。NPO法が制定されてから15年
間の成果であり、財産だと思っています。

＜高松市市民活動センター＞

イベントのお知らせ

〒760-0017

人権コンサート 「ひとりひとりかがやいて」
◆日時 12月15日（日）午前11時～午後1時
◆会場 丸亀町商店街三町ドーム
◆内容 JUDY（歌手）、ユニバーサルデザインクイズと
紙芝居 等

高松市番町一丁目5‐1四番丁スクエア１F
TEL 087‐823‐2701 FAX 087‐823-2706
e-mail info@flat-takamatsu.net
URL http://www.flat-takamatsu.net/
開館日時 火～土曜日（年末年始・祝日を除く）
午前10時～午後７時（事前予約により延長可）

おもしろ寺子屋「ココカラ家♪」
◆日時 12月8日（日）午後１時～
◆会場 生涯学習センター「まなびCAN」

当センターとしては、さらにその流れを確固た
るものとして、新しい風を起こしたいと願ってい
ます。
そのときに躍動への大きな基盤となるものが、
既存の活動団体であろうと、いや、そこにしかヒ
ントはないだろうという発想にいたりました。人
は互いに不足や欠落を指摘しあうことよりも、良
さを認め合い、学び合う機会がいかに少ないか
ということを実感しています。
既存の市民活動団体の日々の実践にこそ、
次へのヒントがたくさんつまっている！
その思いを確信に変える秋にしたいと思いま
す。秋には市民活動団体主催のスポーツや芸
術関連のイベントが目白押しです。ぜひお出か
けしてみませんか。
※11月より、「クリエイティブディレクターと語ろ
う会！」は、広報の相談に特化します。組織や
活動を伝えることに悩んでおられる市民活動団
体／個人／NPO法人などを対象に、相談会を
開催いたします。

ボランティアはじめの第一歩
◆日時 12月7日(土）午前10時～／午後1時半～
◆会場 高松市総合福祉会館
◆内容 午前：公益社団法人セカンドハンド
午後：ピコットの会
◆日時 12月14日（土）午前10時～／午後1時半～
◆会場 栗林コミュニティセンター
◆内容 午前：NPO法人どんぐりネットワーク
午後：日本語サークル「わ」の会
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もりもりボランティア講座

（11月2日実施分）報告

高松市の今年度の「協働企画提案事業」のひと
つで、NPO法人どんぐりネットワークとともに行って
いる「もりもりボランティア講座」。
去る11月2日には、森林整備とともに、どんぐり
ネットワークさんが香川県と協働でいつもドングリ
ランドで行っている「どんぐり銀行」を、自然ふれあ
いの森に臨時出店していただきました！どんぐり
を拾い集めて貯金し（ちゃんと本格的な通帳もある
のです！）、貯まると苗木やどんぐり銀行のグッズ
と交換できるのです。通貨の単位はドングリ（Ｄ）。
小さなドングリ（コナラ・アラカシ・マテバシイなど）
は１Ｄ、大きなドングリ（クヌギ・アベマキ）は１０Ｄ。
こうして秋の山は子どもたちにとって宝の山になり
ます！
さてさて、今回はどんぐり集めだけが目的じゃあ
りません。楽しいどんぐり拾いをするためにも、森

の道やその周りを歩きやすい状態に整備するので
す。当日に先立って、森林整備のベテランの方々
が、子どもたちが歩きやすいよう、大まかに整備を
行ってくださいました。
朝10時、ぞろぞろと親御さんたちとともに子ども
たちが集まってきます。子どもと大人がそれぞれ
約10人ずつで、合計20人ほどが参加してくれまし
た。
山に入るまえに、どんぐりネットワークの白井さん
が参加者に注意点を説明します。のこぎりはケー
スに入れたまま、整備する場所につくまでは絶対
にさわらない。蜂が現れた時は、振り払ったりせず、
じっとして大人に助けを呼ぶこと…。そして、白井さ
んが両手を頭の上にあげ「どんぐり！」と叫んだら、
みんなも「どんぐり！」と同じポーズをとって、お話
をきちんと聞くこと。

塩飽広島 子どもたちの神輿復活大作戦
去る10月6日、丸亀市広島の甲路地区で、昔な
がらの島の祭りが復活しました。２０年ぶりに神
輿を担ぎ家々を回ったのは、高松市の10代～20
代の若者たちです。
塩飽広島は風光明媚で自然豊かな瀬戸内海
の離島です。かつては青木の採石で賑わってい
ましたが、2000人いた島の人口は現在400人余
りに激減、島の学校は休校と廃校。高齢化率は
70.1％です。祭りからさかのぼること1年前、島の
診療所医師から窮状を聞き、その現状を知りた
いと、学生団体cocokaraの若者たちは島に入り
始めました。最初はよそ者ゆえにどう島の人たち
に接していいのかわからず戸惑っていましたが、
島のおばあちゃんの人生話を一生懸命お聴きし、
デイサービスでのお手伝いや島の運動会に参加
するなど、島に通い続けることで徐々に信頼関
係を築いていきました。学生が島活性化のため
に何ができるのかを考えていた時、甲路地区で
は若い衆がおらず神輿が下りないという話を聞
きました。よそから何かを持ってくるのではなく、
島の歴史と文化を守り復活させたい。そんな学
生と島民の想いが一致した時、「子どもたちの神
輿復活大作戦！」が始まりました。
cocokaraのメンバーは入れ替わり立ちかわり、
祭りの準備から関わっていきました。祭りの10日
前にはしめ縄づくり、前日早朝からは神社の掃
除、神輿みがきなど支度におおわらわ。そしてい
よいよ本番です。
ほとんどの若者にとって、神輿をかくのは初め
ての経験。15人ほどで神輿をかつぎ、地元の人

NPO法人どんぐりネットワーク【高松市協働企画提案事業】

学生団体cocokara

が扮した天狗に導かれながら山の上から急な坂
を下っていきます。おりしも前日は雨。足元にひ
やひやしながら、前方の、より重量のかかる部分
をかく人間は鬼の形相！ようやく山を下り、少し
休むと今度は住民の家を一軒一軒回っていくの
です。体力の限界、肩は悲鳴をあげています。
けれども、家をまわると、普段家を出ない90歳の
おばあちゃんが喜んで喜んで「感動した」と言葉
をかけてくれたり―。まるで映画のワンシーンの
ような感動的な光景が続きます。
「あれほどつらかったのに、島の人の顔をみた
らそんなのを忘れてしまって、また来年もやらず
にはいられないと思ってしまうんです」。彼らの顔
は何かつきぬけた爽やかさに満ちていました。
人と人のつながりより強いものはない、それに気
づき、実践しようとしている若者たちを、私たちも
応援せずにはいられません。

平成26年度の高松市協働企画提案事業は12月中旬～募集を開始します!

さあ準備万端！子どもも大人も張り切って、登り
はじめました。さっそく「あ！どんぐりあった！」「ほ
らほら、止まらない。上まで行って集めようね。」
子どもたちにとってはけっこう急な坂です。はぁ
はぁいって上までいくと、白井さんからクイズが。
「どんぐりはどうして丸いと思いますか？」３つの答
えの中から選んで手をあげます。「正解！ころころ
転がって遠くにいきたいから。理由は、同じ遺伝子
を持ったものが近くにいないほうが良いからだそう
です。」
呼吸も落ち着いたところで、いよいよ森林整備！
自分の手首と比べてそれより細い木がちょうど良
い目安だそうです。のこぎりを出して、ほかの人に
近づきすぎないように―。お父さん、お母さんも子
どもさんを抱えるようにして上手に助けています。
あるいは一人でもちゃんと切れる子も。

企業CSR紹介 株式会社ルーヴ

豊島の休耕地をコスモス畑に！瀬戸内オリーブ
基金の活動にルーヴ社員も参加。
1978年に高松に誕生して以来、香川県産の素
材を中心に、洋菓子・和菓子のジャンルにとらわ
れず、身体にやさしく新しいお菓子のスタイルを
提案し続けている「ルーヴ」。今年は、香川の島
と陸をつなぐコミュニティ・マガジン「せとうち暮ら
し」とのコラボ商品「SWEETS BOOK」を発売するな
ど、いつも私たちに新鮮な驚きを届けてくれてい
ます。
本業であるお菓子の製造販売のかたわら、地
元のみなさんの役に立ちたいと、社会貢献活動
を行っています。その柱は大きく２つ。１つは、地
域活性と環境保全の活動を行う「瀬戸内オリーブ
基金」への参加。２つめは県内の福祉施設での
お菓子作り教室です。
１つめの活動を始めたきっかけは、専務の野﨑
さんが、東京のユニクロの店内で瀬戸内オリーブ
基金の募金箱を見つけたことでした。東京の企

どろんこも気にしない。みんな一所懸命でした。
木の感触も、のこぎりの感覚も、どんぐり拾いも、
みんなの記憶にきっと残りますね。みんなの森、自
分たちの森、たいせつに。
今年度の森林整備は
同じく自然ふれあいの
森で12月7日、20日、
1月17日、2月1日に行い
ます。お問い合わせ・
お申込みは
０８７（８４０）４０７２
ドングリランドビジター
センターまで
（火曜日休館）。

業が瀬戸内の環境のことを考えているのに、地
元である自分たちが何もしていないとは、とショッ
クを受けたそうです。早速、同基金に連絡をとり、
参加企業としての様々な条件をクリアして、基金
の活動に参加することになりました。現在行って
いる内容はおもに３つで、「店内募金活動」「商品
『讃の岐三ちょこつつみ』の売上の一部を寄付」
「スタッフによる豊島の環境保全活動」です。
お菓子作り教室を始めたのは十数年前までさ
かのぼります。国際障がい者年に出会った高松
ボランティア協会の武田佳子さんと「何か一緒に
できることはないか」と考えていた時に生まれた
アイディアが、福祉施設でのお菓子作り教室でし
た。息の長い活動にするためにどうしたらよいか
を、互いに模索しつつ続けています。もうひとつ
のアイディアが市内のリハビリセンターへの菓子
箱組み立ての発注でした。一度に複数の作業を
覚えるのが苦手な方でも、１つの作業をお願い
すると、それはそれは丁寧にきれいに仕上げてく
れるといいます。
華やかなお菓子のショーウィンドウ。
その裏で地道に続けられている活動が、「愛さ
れるお菓子屋さん」の根っこにあるのですね。

カラー軽印刷をご活用ください☆
目に鮮やかに訴えるチラシやプレ
ゼン資料を安価で印刷できます！
市民活動センターのカラー軽印刷
機をぜひご利用ください。単色刷
り1面5円、フルカラー1面15円で
す。（A３サイズまで）

助成金情報
～平成 25 年 12 月～
(公財)日本河川協会 「きれいな川と暮らそう」基金

セブン‐イレブン記念財団 2014 年度公募助成

助成元：公益社団法人 日本河川協会

助成元：一般財団法人セブン-イレブン記念財団

締 切：11 月 30 日(土)

期間：12 月１日(日)～2014 年１月 20 日(月) 分野：環境

分野：河川環境

2014 年度国際協力ＮＰＯ助成

ひろしま・祈りの石国際協力交流財団

国際教育交流団

体への助成
助成元：公益財団法人日本国際協力財団

助成元：ひろしま・祈りの石国際協力交流財団

締 切：12 月 2 日(月) 分野：NPO

締 切：11 月 30 日 (土)

香川県共同募金会 ボランティア団体等の助成申請募集

(公財)朝日新聞文化財団 芸術活動への助成

助成元：社会福祉法人香川県共同募金会

助成元：公益財団法人 朝日新聞文化財団

締 切：12 月 15 日(日)

締 切：12 月 13 日(金) 分野：芸術、被災地支援

平成 25 年度 香川県男女共同参画社会づくり講師等派

平成 25 年度高松市子どもわくわく体験支援事業実施団体

遣事業

募集

助成元：香川県

助成元：高松市

締切：研修会等の開催日の 4 週間前まで（最終締切：平成

締 切：平成 26 年１月 31 日(金)

分野：国際・教育

分野：子ども

25 年 12 月 27 日必着）

ボランティア募集
犬・猫の譲渡ボランティア募集

ＫＫＲ高松病院 ボランティア募集

高松市保健所では、保護収容した犬・猫を、新たな飼い主

活動日時：毎週月曜日～金曜日 ８：30～11：30

の方に譲り渡す活動を、営利を目的としない活動として行っ

内容：外来フロアのご案内など

てくださるボランティア(個人・団体)の方を募集しています。

カマタマーレ讃岐 ボランティアスタッフ募集

さぬきツインクラブ 子どもたちの見守りボランティア募集

内容：ホームゲームでの、チケットもぎり・チラシ配布、当日券

内容：子どもたちの見守り

販売、案内、受付など

日時：定例集会時

場所：県立丸亀競技場と周辺地

域、県営サッカー場(生島)と周辺地域

場所：主に高松市内

高松市・高松市市民活動センターからのお知らせ
高松市市民活動センターの

高松市協働企画提案事業

クリエイティブディレクターと語ろう！会

「ボランティア はじめの第一歩」講座

11 月より広報の相談に特化します。組織や活動を伝えること

主 催：高松ボランティア協会・高松市

に悩んでおられる市民活動団体／個人／NPO 法人などを

日 時：次回 11 月 30 日(土) （月２回/計 16 回）

対象に、相談会を開催いたします。どうぞ気軽な気持ちでお

10：00～12：00 担当：NPO 車椅子レクダンス普及会

越しください。

13：30～15：30 担当：高松朗読会

日時：12 月上旬 場所：四番丁スクエア 市民活動センター

場 所：高松市総合福祉会館

高松市協働企画提案事業

高松市市民活動センター事業 ダイアログ Bar 高松 2013

「人権コンサート ひとりひとりかがやいて」
主催：ＮＰＯ法人高松・絆ねっとハイジ・高松市 日時：

主催：高松市 企画運営：NPO ソーシャルベンチャーズ四国

11 月 30 日(土)10：00～12：30 さぬきこどもの国・こども劇場

日 時：12 月 1 日(日) 13：00～17：00

12 月 15 日(日)11：00～13：00 丸亀町商店街三町ドーム

場 所：高松市美術館 1F 喫茶室

高松市協働企画提案事業 おもしろ寺子屋「ココカラ家♪」
主 催：学生団体 cocokara・高松市

イベント情報

日 時：12 月８日(日)13：00～16：30
場 所：高松市生涯学習センター まなび CAN

聞いてください！ 福島の声。

第２回安全研修（チェンソー）

主 催：2013 高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会

主 催：NPO 法人フォレスターズかがわ

日 時：11 月 30 日(土)13：30～16：30

日 時：11 月 30 日(土) 9：00～12：00

場 所：高松市男女共同参画センター

場 所：屋島コミュニティセンター集合

第 24 回香川県ボランティア・ＮＰＯ交流集会

「第 16 回チャリティー・クリスマスパーティー」を開催します！

主 催：第 24 回香川県ボランティア・ＮＰＯ交流集会実行委員会

主 催：フリースクール「ヒューマン・ハーバー」

日 時：11 月 30 日(土) 12：30～16：00

日 時：12 月７日(土) 18：00～20：00

場 所：第１部 アイホール 2 階（高松サンポート合同庁舎東

場 所：トリートホール（高松市南新町 1-4-5F）

側）第２部 e-とぴあ・かがわ

持続可能な開発目標（_SDGs_）セミナーin 高松
主 催:環境パートナーシップ会議、四国環境パートナーシッ

第 3 回四国生物多様性会議 高松
主 催:四国生物多様性ネットワーク、国際自然保護連合

プオフィス（四国 EPO）

日本委員会

日 時:12 月 8 日（日）10:00～12:00（9:45 開場）

日 時:12 月 8 日（日）13:00～16:30

場 所:高松市男女共同参画センター第 3 会議室

場 所:高松市男女共同参画センター第 3 会議室

親・教師のための LD・ADHD・アスペルガー対応講演会

おやじサミット in かがわ 2013

主催：香川 LD 周辺児（者）親の会

主 催：讃岐おやじ連合 香川教育委員会

日時：12 月８日（日）10：00～12：30

日 時：12 月８日(日) 13：30～16：30

場所：高松市男女共同参画センター

場 所：下笠居コミュニティセンター 大ホール

「高松こどもの本の会」研修会〈講演＆ブックトーク〉

音楽と言葉「クリスマスキャロル」

日時：第３回 2014 年１月 11 日(土)13：30～15：30

主 催：るいまま組

場所：高松市生涯学習センター まなび CAN

日時：12 月 21 日(土)13：30～ 場所：Ｍure cafe Remza

ファンドレイジング・日本 2014
主 催：NPO 法人 日本ファンドレイジング協会
日 時：2 月 1 日(土)・2 日(日)
場 所：国際ファッションセンター（KFC Hall）

http://www.flat-takamatsu.net/

