
【 主 催 松阪市社会福祉協議会】

市民活動助成事業
公開審査会

平成30年度

平成30年6月26日（火）13：00～16:15
橋西地区市民センター 大会議室

松阪の市民活動団体
を応援します‼
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開場・受付
開会挨拶・審査員紹介

公開審査会

13：15～ ① 子育て応援プロジェクト☆パイン

13：25～ ② 桜町楽笑会

13：35～ ③ 子供ハンドベル「ミルキーウェイ」

13：45～ ④ 松阪まちなかレオパークコンサート実行委員会

13：55～ ⑤ みんな食堂くらぶ

14：05～ ⑥ 父子の会

休 憩（５分）

14：20～ ⑦ 大正浪漫一座

14：30～ ⑧ 歩いて楽しい道づくり(ゾーン30計画)実行委員会

14：40～ ⑨ 日本車椅子レクダンス協会松阪支部

スマイリーまつさか

14：50～ ⑩ 防災・減災飯高

15：00～ ⑪ 松阪折り紙ボランティアおり姫

15：10～ ⑫ 子どもえがおの会

交流会 ～ほっと一息つきましょう！～

審査発表

閉会

審査員が別室にて審査を行っている間、参加者同士で情報交換等、ぜひ交流を深めてください。
名刺や所属する団体の紹介パンフレット等があれば、ＰＲをどうぞ。限られた時間ではありますが、
様々な方との出会いの機会ですので、一人でも多くの方と交流できるよう、どうぞご活用ください。
また、フリードリンクもご用意しておりますので、ご自由にお召し上がりください。

《 メ モ 》

新・はじめの一歩

新・はじめの一歩

新・はじめの一歩

新・はじめの一歩

新・一般部門

新・はじめの一歩



市民活動団体助成事業・・・

ボランティア活動や市民活動団体の取り組みに対して助成を行っている

事業で、平成19年度から始まりました。

助成の種類は2種類

★はじめの一歩部門 助成金額 上限5万円

団体の新規設立、または活動経歴が3年未満の団体が実施する活動が対象です。

★一般部門 助成金額 10万円

一定の活動実績のある団体が実施する事業へ助成を行います。

財源は、松阪市内の皆さんからいただいた大切な赤い羽根共同募金の配分

金です。その中でも、主に松阪まちおもいプロジェクト参加企業・商店・事業

所の方々による寄付金を活用させていただいています。

互いに顔と顔の見える関係づくりをめざしています

松阪まちおもいプロジェクト参加企業・商店・事業所の皆さんには

募金の行き先がハッキリと伝わるように～

助成を受けて活動する団体の皆さんには

自分たちの活動を応援してくれる企業・商店・事業所の存在が伝わるように～

平成29年度は市内11社13店舗にて参加・協力をいただきました。



平成29年度松阪まちおもいプロジェクト参加企業

PATISSERIE Culminer
中央町540-8

電話 0598-51-7010

深緑茶房
飯南町粥見4209-2

電話 0598-32-5588

クラギ株式会社
松阪インター店
松阪店・三雲店

居酒屋一円相
日野町4

電話 090-5622-3051

写真 写真 写真 写真

アイシングクッキー１枚
につき10円の寄付。（平
成29.4月～H30.3月販売）

香小町（100ｇ）１袋に
つき売上の5％を寄付。

シクラメン5号1鉢につき50
円の寄付。ガーデンシクラ
メン1鉢につき30円の寄付。

三重県の地酒1杯につき、
30円の寄付。

お菓子工房むかいのえん
久保町1843-7

電話 0598-29-1533

株式会社 花の木
魚町1655-1

電話 0598-23-5079

焼菓子あいうえお
川井町340-10

電話 090-3567-6230

清水製茶
嬉野小原町1435-1
電話 0598-35-0110

写真 写真 写真 写真

各種チーズケーキ、お菓
子つめあわせ、生チョコ
ケーキ（12～2月限定）の
販売につき売上の3～5％
の寄付。

日替わり弁当１食につき
10円の寄付。

顔型クッキー“かおっきー”
１個につき10円の寄付。

青柳（180ｇ）、上煎茶
（130ｇ）各販売の売上
の5％を寄付。イベント
開催時に販売をしていた
だきました。

Boulangerieままごと
松名瀬町999

電話 0598-59-0326

喫茶もうちの木
中林町512-7

電話 0598-56-7225

防災ボランティア春告鳥
松阪市ボランティアセンター
電話 0598-29-1533

写真 写真 写真

ランチBOX、きな粉あげ
ぱん、あんクリームサ
ンド、ピザパン各1個に
つき5円の寄付。

日替わり弁当1食につき、
5円の寄付。

缶易トイレ１個販売に
つき100円の寄付。

平成29年度、松阪市内の企業・商店・事業所の方々との連携・協力により、寄付金つき商品の
販売をいたしました。このプロジェクトにより集まった寄付金は、平成30年度に取り組まれる
市内の市民活動団体等の活動財源の一部として活用されます。企業・商店・事業所の皆さんの
あたたかい想いが今年も届けられました。

松阪のまちを良くするしくみ～赤い羽根共同募金～

これからも赤い羽根共同募金は、松阪のまちの身近な
暮らしを応援する活動に取り組んでまいります。



松阪まちなかレオパーク
コンサート実行委員会

松阪レオパークコンサート開催の費用

松阪市営豪商ポケットパークにおいて毎

週日曜日の午後、地域住民や観光客を対

象にアマチュアの生演奏を聴いてもらう

コンサートを企画しています。地域活性

化や赤い羽根共同募金の福祉活動を行っ

ていきます。

子育て応援プロジェクト

☆パイン

パパも率先して育児参加できる環境

づくりの必要性を感じ、パパが参加

しやすいイベントを企画しています。

また、地域で安心して子育てができ

る環境づくりとして世代間交流にも

取り組んでいます。

「パパの子育てスイッチON！」プロ
ジェクトと地域の子育て支援活動の費用

子供ハンドベル
「ミルキーウェイ」

ハンドベル演奏を通しての青少年
による福祉貢献事業活動の費用

みんな食堂くらぶ

異なる世代の集まる食堂運営に
関する費用

食堂を通して、子供の貧困問題の緩和、子

育て世代の悩みの共有、高齢者の癒しなど

に役立てられるような居場所を提供してい

ます。生きることに前向きになれる雰囲気

作りを目指しています。

はじめ
の一歩

桜町楽笑会

桜町助けあいネットワークの
活動費用

桜町在住の60歳以上男女が気軽に集

まり、仲間づくり、生きがいつくり、

健康づくりとなる場作り活動（サロ

ン）を年間を通じて行います。

米ノ庄公民館の講座の一環として子供ハ

ンドベル講座を実施。今回講座を卒業し

た中高生にも参加を呼びかけ、新たに会

を結成しました。音楽活動を通して地域

の青少年に生涯学習と社会貢献の大切さ

を伝えていきます。

父子の会（ちちこのかい）
発達障がい児向け「インクルーシ
ブ防災」啓発・推進に関する費用

発達障がいの子どもがいる家族や、関係者、

地域住民を対象に、インクルーシブ防災に

かかる課題を抽出し、情報共有を図りなが

ら当事者意識を高める取り組みを行います。

今年度は平時からの備えへの進展活動と情

報発信を展開していきます。

新

新

新



歩いて楽しい道づくり
（ゾーン３０計画）実行委員会

安心安全なまちづくりを指向し、これまで

に速度抑制の為のホルトを設置、道に迷わ

ないよう側溝に町名を描くなどの取り組み

を行いました。地域住民や観光客にも快適

で楽しい道歩きが出来る道づくりを推進し

ています。

歩いて楽しい道づくり（ゾーン３０
計画）啓発活動のための費用

日本車椅子レクダンス協会松
阪支部スマイリーまつさか

「手をつなぎ、心をつなぎ、笑顔を
届けたい」活動事業に関する費用

１団体 5分以内で申請内容について

発表していただきます。発表後は、

内容に関して、審査員の方々からの

質問時間を設けております。

子どもえがおの会

「子どもえがおの会 知っトク事業」
運営に関する費用

放課後の補充学習をはじめとする様々

な活動を行い、学力向上や東町の児童

生徒が将来への自己実現を図ることを

目指しています。防災意識向上への取

り組みとして、地域防災フィールド

ワークも行っています。

松阪折り紙ボランティア
おり姫

「見て、考えて、折る」目指せ脳の
活性化と伝統芸能活動の費用

市内の幼稚園・保育園・高齢者や障が

い者施設等の利用者を対象に、日本に

古くから伝わる「折り紙」を活用して

交流を図ります。松阪市ボランティア

センターが開催した「折り紙ボラン

ティア講座」受講生で会を結成。

はじめ
の一歩

大正浪漫一座

老人施設訪問・公演活動・平和の
集い・後援会感謝の集いの費用

高齢者による高齢者のための元気づくり

集団です。市民、後援会員、会員との交

流を深め、楽しく元気に教養を深めるこ

とができる各種集いを開催します。

H29年度、松阪市ボランティアセン

ターが開催した「車椅子レクダンスボ

ランティア講座」受講生で会を結成。

「手をつなぐことは心をつなぐこと」

をモットーに、技術向上を目指して練

習に励み、ニーズに応じて訪問活動を

行います。

はじめ
の一歩

防災・減災飯高

「避難所運営体験（ＨＵＴ）」
に関する費用

住民協議会や自主防災会、小中学校等が

取り組む防災・減災活動、講演会の提案

や企画・支援を行っています。今年度は

ＨＵＴ体験を通して、特に避難所運営に

おいて切実なトイレ問題に対する課題解

消に向けた活動を強化します。

一般
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松阪市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課

〒515-0073 松阪市殿町1360-16

TEL 0598-21-1487 FAX 0598-23-3359


