センターにチラシが届いた
2022年6月に開催される
市民活動の告知です。

市民活動掲示板

提供サービス

※原則として市民活動団体・ボランティア
活動の方を対象としています。

1 コピーサービス

カラー 1 枚5 0 円（登録団体 30 円）

モノクロ・2 色まで 1 枚 10 円（登録団体 5 円）

◇市民活動センター登録団体の皆さまへ
①団体情報更新のお願い

活動内容や代表者が更新されていませんか？当センターに設置している
チラシが古くなっていませんか？変更がある場合は、当センターまでご
連絡ください。
※設置期限がないチラシについては、6 月中を目途に撤去する予定です。
お手数をおかけしますが、再度設置して下さい。

2 紙折り機サービス

無料

3 PC 利用サービス

無料

②災害時できることリストの記入のお願い

4 ラミネートサービス

◇市民活動センタープチイベント
「子どもの食育について話そう」

5 プロジェクター・スクリーン
貸し出しサービス
（登録団体のみ ）
要予約・無料
6 簡易ミーティングスペース（６名程度） 無料

市民活動団体の皆さまが災害時にできる支援の情報収集を行っていま
す。当センターより郵送された登録用紙にご記入いただき、ご持参いた
だくか、メールにてご回答ください。

子どもたちにとって、生きる上での基本となる食べ物や食事の大切さ
を学びましょう。
日時：6月19日（日）13:30〜15:00
場所：市民活動センター
講師：土屋ひろ子さん（NPO法人ヘルシーライフせき）
対象：どなたでも
参加費：無料
定員：20人（申込順）

◇市民活動センター事業「関のおしゃべりカフェ」
誰もが気軽にお話しできる場として、定期的に開催しています。
テーマ：ゴミの分別について話そう
日時：6月16日（木）14:00〜15:30
場所：市民活動センター
ゲスト：環境課職員
対象：どなたでも
参加費：無料
定員：若干名（申込順）
申込・照会先：市民活動センター（☎24-7772）

《電話相談》DV電話相談

☎0575-25-1489

料金：無料 ※秘密厳守
日時：毎週木曜日12:30〜16:00
主催：NPO法人 手をつなぐ女たちの会

料
金
表

Ａ1（白黒・カラーとも）
………………………… 1 枚800円
( 登録団体 400円 )
Ａ２（白黒・カラーとも）
・……………………… 1 枚400円
( 登録団体 200円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×100㎝まで… 1 枚 600円
( 登録団体 300円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×140㎝まで… 1 枚 800円
( 登録団体 400円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×180㎝まで… 1枚1,000円
( 登録団体 500円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×220㎝まで… 1枚1,200円
( 登録団体 600円 )
ロール紙の長さ40㎝（巾42㎝）
ごとに200円増し
( 登録団体 は半額)

8 おどろ木

無料

チラシをセンターにお持ちいただければ、市内 10 ヵ所の公
共施設（武芸川、武儀、上之保の生涯学習センター、板取、洞
戸ふれあいセンター、わかくさ・プラザ学習情報館、図書館、
関市役所、文化会館、市民活動センター）に設置します。100
枚〜 200 枚程度のチラシをお持ちください。（登録団体のみ）

特集

ソーシャルビジネスってなに？
関の課題をビジネスで解決しよう

はじめに
社会的課題の解決をビジネスとして、持続的に取り組む「ソーシャルビジネス（以下、SB）
」
。一般的な企業とは異なり、
「利
益の最大化」ではなく「社会課題の解決」を目的とし、市民活動団体やボランティアよりも、
「事業収益で運営」する点の強
いことが特徴です。
当センターでは 2016 年から、SB の担い手となる市民と共に、事業のブラッシュアップを行ってきました。今回は、
「関の
SB 育成講座」に参加した 2 人の若者をご紹介します。

１．
「関の SB 育成講座」ってなに？
当センターではこれまで、
「関のソーシャルビジネスプレゼン大会」を開催してきました。この大会では、関の SB に取り
組む方たちが事業内容をブラッシュアップし、一般の聴講者に向けてプレゼンしました。
令和 3 年度はさらなる支援として、
「事業の共感者とつなぎ、協働体制をつくる」ことを目的として、講座形式に変更して
実施しました。

11
24

12
23

事前講座

SB について学びながら、
参加者同士でいま考えて
いる・実践している SB
プランを伝え合います。

関係者マップづくり

事業を取り巻く関係者を
洗い出し、誰とどう繋が
るかを考えます。

カフェコーナー
ご利用ください

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため休止中です（2022年5月現在）。

e-mail info@seki-siminkatudo.com
http://www.seki-siminkatudo.com

1 枚2 0 円
（A3 ・A 4 ）

7 大判プリンター （データからの印刷のみ対応可）

市民活動センター内に、
簡単なカフェコーナーを設置
しています。どなたでも
お気軽にご利用ください。
無料です。また、市民活動
センターでは持込みでも
ご飲食していただけます。

関市市民活動センター

関市市民活動センターだより「CIPS」

その他、イベントや仲間募集
などの「チラシ」や「ポス
ター」の作成サポート、市民
活動にかかわるパソコンの
ワンポイントレクチャーも
行っています。

☎0575-24-7772 FAX 0575-24-7660

〒501-3866 関市千年町2-18-1 安桜ふれあいプラザ内
【利用時間】①火曜日〜金曜日 13:00〜20:00 ②土・日曜日、祝日 10:00〜17:00
【休館日】月曜日・祝祭日の翌日、年末年始

発行2022年 5月

次回は2022年8月に
発行予定

１
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３月

プレゼン講座

共感を呼ぶ事業の伝え方
について、講師をお招きし
て学びます。
その後、関係者に向けての
ヒアリング内容や事業を
整理します。

関係者とのヒアリング・交流

地域の方に向けて、自身
の SB プランを伝え、交流
します。

講師：宇佐見将太さん
( (一社）オンラインプレゼンテーション協会 ）

市民活動センター

２．想い強きプレイヤー− SB 育成講座参加者紹介

子どもたちの「やりたい気持ち」を引き出し
育む場づくりを！

セブンシーズの
詳細はこちら

山村さんは、岐阜県の小中学校で 13 年間教師を務めた経験から、現在の学校という
システムの中では困難な「小中学生一人ひとりの個性が尊重される場づくり」を関市
で実現させたいという思いを抱き、昨年に NPO 法人を設立しました。何もない場所に
“ 自分たちの理想のむら ” をつくる「マイ村キャンプ事業」や、関市の商店街で「お客
さんの欲しい」を生み出す力を身に着ける「真剣 Biz 経営塾（マジビズ）事業」を実
施しました。
今回は、関市の目指している方向について学校教育課へヒアリングしました。その
結果、さまざまな課題が混在していることが改めて分かりました。

場所

どんぐりピットの
詳細はこちら

フードロス × 地域密着！
どんぐりピットで「もったいない」のその先へ

リクエストテーマで
学び合い
参加者からの希望テーマにお
応えします。
1/17( 火 ) 18:30 〜 20:00

関市まちづくり市民会議 第11期 ファシリテーター募集！

当センター事業「関市まちづくり市民会議」の、
運営者側になって一緒に会議を進めませんか？日頃の「話す」
「
、聞く」
「
、書く」
を工夫して楽しい話し合いの場をつくるコツを学んで、実践しましょう。市民会議に参加したことのある方や、ファシリテー
ションにご興味ある方、ぜひご参加ください。
場 所 （第 1 回・第 2 回）市民活動センター

市民会議の概要や、その関わ
り方を一緒に考えます。

その3

第1回市民会議を
デザインしよう
第 11 期第 1 回市民会議の進
め方についてアイデアを出し
合います。
9/17（土）14:00 〜 15:30

第3回

関市まちづくり
市民会議って？

8/6（土）14:00 〜 15:30

以降

第 11 期市民会議開催（令和
4 年 10 月 予 定）に 応 じ て、
参加者間で関わり方を決定し
ます。
※参加ご希望の方には、別途、第
10 期関市まちづくり市民会議の
見学等をご案内します
（任意参加）
。

地域ミニ円卓会議 テーマ募集中！

地域の解決したい課題があるけれど、個人では限界がある。または、団体や組織を超えて関わりたいと考えていませんか？
当センターでは今年度、多様なキーマンとともに関市の課題について語り合う「地域ミニ円卓会議」を隔月で企画します。
円卓会議とは、共通の目標のために多様な主体が参画して、お互いの力や課題を共有しながら対話と協働を進める手法のこ
とです。特定の課題について決まった分野の組織・団体がこれまで解決できていたことが、課題が多様化する中で困難となっ
ています。
「地域ミニ円卓会議」では、
①地域の課題を共有する、
②他地域で集まって一緒に考える、
③新しい活動や担い手を
発掘することを目的としています。
取り組みたい課題をお持ちでしたら、ぜひ一度当センターまでご連絡ください。

第1回

今回の SB 育成講座では、地域の実情を知るとともに、今後に関係する団体・組織に事業を知ってもらい、協働すること
を目的に実施しました。
「百聞は一見に如かず」
、この言葉の通り、どんなに共感が得られるビジネスであっても、活動す
るフィールドの状況が少し違えば、始め方も変わってきます。
山村さん、岩出さんの事業はまだまだ始まったばかり。実現するには皆さんの力が必要です。少しでも彼らの事業に共
感し、
応援したいと思われたら、
ぜひ当センターまでご連絡ください。
文責：林加奈（関市市民活動センター職員）

参加者からの希望テーマにお
応えします。
9/13( 火 ) 18:30 〜 20:00

第2回

関市で SB のタネを育むために− 協働者大募集！！

その2

第1回

今回は、安桜、倉知、桜ヶ丘、富野地域で実施されている、朝市やふれあいマーケッ
トの担当者を対象に、現在の活動についてヒアリングしました。地域の農家さんが
食材を持ち寄る地域や、無料で衣類など食材以外も集めている地域など、地域によっ
てやり方はさまざま。
「供給者が多い地域もあれば、ニーズが高い地域もある。個々
の地域だけで循環するのではなく、地域間をつなぐ役割になるためには、人手が必
要。地域の方々と協力し、どんぐりピットを導入することで、その課題も解決して
いきたい」と話しました。

6/14( 火 ) 18:30 〜 20:00

リクエストテーマで
学び合い

第3回

イワデ販売店の
詳細はこちら

地域委員会の目的や役割につ
いて学ぶ会です。

第2回

地域委員会

（小規模多機能自治）
ってなに？

地元の人が作った野菜や食材が、身近な場所で手軽に入手できるように。岩出さん
は、関のフードロス削減の未来の可能性として、シェア冷蔵庫「どんぐりピット」を
活用した事業展開を目指し、現在西部地域の「いちょう庵」を中心に活動しています。
「どんぐりピット」とは、地域でシェア出来る冷蔵庫のこと。地域の農家さんの規
格外野菜や、家庭菜園で採れた野菜、期限切れが近づいたお店の食品などを集め、専
用サイトでオンライン決済し、選択した食材を購入できます。また、保存期間が延び
るほか、お弁当などの加工食品なども販売できるため、子育て世代や一人暮らしの家
庭にも便利です。

さいごに

地域委員会ミニ勉強会

各回とも オンライン会議ツール「Zoom」にて

第1回

取り組む課題

その1

地域の課題を検討・解決し、持続的なまちを目指して、おおよそ小学校区で設立されている地域委員会。聞いたことない！
そもそも、なんで地域委員会があるの？まちづくりの組織って？関市で活動する方は必見！どなたでもご参加ください。

そこで、セブンシーズが得意とする「子どもたちの居場所づくり事業」や、山村
さんが現在進めている「オンラインでの家庭学習支援事業」を活用し、
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との連携づくりを検討していきたい」と話しました。また、
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ました。
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イチオシ事業ご紹介

ご関心ある方・参加希望の方は当センター（次ページ下部連絡先）
までお問合せください。
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取り組む課題

今年の

地域円卓会議ってなに？キックオフミーティング
市民会議の概要や、その関わり方を一緒に考えます。
場 所 Zoom にて開催
6/24（金）18:30 〜 20:00
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は、関のフードロス削減の未来の可能性として、シェア冷蔵庫「どんぐりピット」を
活用した事業展開を目指し、現在西部地域の「いちょう庵」を中心に活動しています。
「どんぐりピット」とは、地域でシェア出来る冷蔵庫のこと。地域の農家さんの規
格外野菜や、家庭菜園で採れた野菜、期限切れが近づいたお店の食品などを集め、専
用サイトでオンライン決済し、選択した食材を購入できます。また、保存期間が延び
るほか、お弁当などの加工食品なども販売できるため、子育て世代や一人暮らしの家
庭にも便利です。

さいごに

地域委員会ミニ勉強会

各回とも オンライン会議ツール「Zoom」にて

第1回

取り組む課題

その1

地域の課題を検討・解決し、持続的なまちを目指して、おおよそ小学校区で設立されている地域委員会。聞いたことない！
そもそも、なんで地域委員会があるの？まちづくりの組織って？関市で活動する方は必見！どなたでもご参加ください。

そこで、セブンシーズが得意とする「子どもたちの居場所づくり事業」や、山村
さんが現在進めている「オンラインでの家庭学習支援事業」を活用し、
「学校教育課
との連携づくりを検討していきたい」と話しました。また、
「学校教育課だけでなく、
地域の商店や観光課、生涯学習課などへ事業を提案することで、関市で子どもたち
の個性が尊重される土壌をつくっていきたい」と、次の一歩を見つけることができ
ました。

イワデ販売店 岩出和也さん

イチオシ事業ご紹介

ご関心ある方・参加希望の方は当センター（次ページ下部連絡先）
までお問合せください。

NPO 法人セブンシーズ 山村雄太さん
取り組む課題

今年の

地域円卓会議ってなに？キックオフミーティング
市民会議の概要や、その関わり方を一緒に考えます。
場 所 Zoom にて開催
6/24（金）18:30 〜 20:00

センターにチラシが届いた
2022年6月に開催される
市民活動の告知です。

市民活動掲示板

提供サービス

※原則として市民活動団体・ボランティア
活動の方を対象としています。

1 コピーサービス

カラー 1 枚5 0 円（登録団体 30 円）

モノクロ・2 色まで 1 枚 10 円（登録団体 5 円）

◇市民活動センター登録団体の皆さまへ
①団体情報更新のお願い

活動内容や代表者が更新されていませんか？当センターに設置している
チラシが古くなっていませんか？変更がある場合は、当センターまでご
連絡ください。
※設置期限がないチラシについては、6 月中を目途に撤去する予定です。
お手数をおかけしますが、再度設置して下さい。

2 紙折り機サービス

無料

3 PC 利用サービス

無料

②災害時できることリストの記入のお願い

4 ラミネートサービス

◇市民活動センタープチイベント
「子どもの食育について話そう」

5 プロジェクター・スクリーン
貸し出しサービス
（登録団体のみ ）
要予約・無料
6 簡易ミーティングスペース（６名程度） 無料

市民活動団体の皆さまが災害時にできる支援の情報収集を行っていま
す。当センターより郵送された登録用紙にご記入いただき、ご持参いた
だくか、メールにてご回答ください。

子どもたちにとって、生きる上での基本となる食べ物や食事の大切さ
を学びましょう。
日時：6月19日（日）13:30〜15:00
場所：市民活動センター
講師：土屋ひろ子さん（NPO法人ヘルシーライフせき）
対象：どなたでも
参加費：無料
定員：20人（申込順）

◇市民活動センター事業「関のおしゃべりカフェ」
誰もが気軽にお話しできる場として、定期的に開催しています。
テーマ：ゴミの分別について話そう
日時：6月16日（木）14:00〜15:30
場所：市民活動センター
ゲスト：環境課職員
対象：どなたでも
参加費：無料
定員：若干名（申込順）
申込・照会先：市民活動センター（☎24-7772）

《電話相談》DV電話相談

☎0575-25-1489

料金：無料 ※秘密厳守
日時：毎週木曜日12:30〜16:00
主催：NPO法人 手をつなぐ女たちの会

料
金
表

Ａ1（白黒・カラーとも）
………………………… 1 枚800円
( 登録団体 400円 )
Ａ２（白黒・カラーとも）
・……………………… 1 枚400円
( 登録団体 200円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×100㎝まで… 1 枚 600円
( 登録団体 300円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×140㎝まで… 1 枚 800円
( 登録団体 400円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×180㎝まで… 1枚1,000円
( 登録団体 500円 )
長尺サイズ（巾42㎝/59.4㎝)×220㎝まで… 1枚1,200円
( 登録団体 600円 )
ロール紙の長さ40㎝（巾42㎝）
ごとに200円増し
( 登録団体 は半額)

8 おどろ木

無料

チラシをセンターにお持ちいただければ、市内 10 ヵ所の公
共施設（武芸川、武儀、上之保の生涯学習センター、板取、洞
戸ふれあいセンター、わかくさ・プラザ学習情報館、図書館、
関市役所、文化会館、市民活動センター）に設置します。100
枚〜 200 枚程度のチラシをお持ちください。（登録団体のみ）

特集

ソーシャルビジネスってなに？
関の課題をビジネスで解決しよう

はじめに
社会的課題の解決をビジネスとして、持続的に取り組む「ソーシャルビジネス（以下、SB）
」
。一般的な企業とは異なり、
「利
益の最大化」ではなく「社会課題の解決」を目的とし、市民活動団体やボランティアよりも、
「事業収益で運営」する点の強
いことが特徴です。
当センターでは 2016 年から、SB の担い手となる市民と共に、事業のブラッシュアップを行ってきました。今回は、
「関の
SB 育成講座」に参加した 2 人の若者をご紹介します。

１．
「関の SB 育成講座」ってなに？
当センターではこれまで、
「関のソーシャルビジネスプレゼン大会」を開催してきました。この大会では、関の SB に取り
組む方たちが事業内容をブラッシュアップし、一般の聴講者に向けてプレゼンしました。
令和 3 年度はさらなる支援として、
「事業の共感者とつなぎ、協働体制をつくる」ことを目的として、講座形式に変更して
実施しました。

11
24

12
23

事前講座

SB について学びながら、
参加者同士でいま考えて
いる・実践している SB
プランを伝え合います。

関係者マップづくり

事業を取り巻く関係者を
洗い出し、誰とどう繋が
るかを考えます。

カフェコーナー
ご利用ください

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため休止中です（2022年5月現在）。

e-mail info@seki-siminkatudo.com
http://www.seki-siminkatudo.com

1 枚2 0 円
（A3 ・A 4 ）

7 大判プリンター （データからの印刷のみ対応可）

市民活動センター内に、
簡単なカフェコーナーを設置
しています。どなたでも
お気軽にご利用ください。
無料です。また、市民活動
センターでは持込みでも
ご飲食していただけます。

関市市民活動センター

関市市民活動センターだより「CIPS」

その他、イベントや仲間募集
などの「チラシ」や「ポス
ター」の作成サポート、市民
活動にかかわるパソコンの
ワンポイントレクチャーも
行っています。

☎0575-24-7772 FAX 0575-24-7660

〒501-3866 関市千年町2-18-1 安桜ふれあいプラザ内
【利用時間】①火曜日〜金曜日 13:00〜20:00 ②土・日曜日、祝日 10:00〜17:00
【休館日】月曜日・祝祭日の翌日、年末年始

発行2022年 5月

次回は2022年8月に
発行予定
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３月

プレゼン講座

共感を呼ぶ事業の伝え方
について、講師をお招きし
て学びます。
その後、関係者に向けての
ヒアリング内容や事業を
整理します。

関係者とのヒアリング・交流

地域の方に向けて、自身
の SB プランを伝え、交流
します。

講師：宇佐見将太さん
( (一社）オンラインプレゼンテーション協会 ）

