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まちサポの利用について

今年の5月20日頃～8月上旬頃、ミナテラスのすぐ近くにある秋津川河川公園にハスの花が咲いていました。

種類は大賀ハスというそうです。毎日チラッとのぞくのがまちサポスタッフの楽しみでした。ハスの花は早朝

から咲き始め、午後にはしぼみ4日ほどで散ってしまうそうです。雨上がりは、まん丸な水玉が、葉の上でゆら

ゆらと美しく揺れていました。葉も花も見ているだけで癒される大賀ハス、来年の夏が今から楽しみです！

※開花時期は毎年天候によって変わります。

3月下旬頃は朝来山の福田桜（ふくでんざくら）、年間通して楽しめる飯田山等、益城には散策スポットがた

くさん！まちサポ通信では、そんな『ちょっと一息癒しスポット』もゆるりと紹介していけたらと思います。

益城の癒しスポット発見

上の写真2枚は2020年8月に撮影されたもの。写真提供：ハスの畑を管理されている伊藤様より

10月1日から、スペースの新規利用受付を再開しました。夜間の利用も通常通り午後10時まで利用可能となっ
ております。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、下記の
利用条件を守りご利用いただきますようお願いいたします。

・マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒、こまめな手洗いなど。
・ご利用の人数は9名以下、利用者全員の連絡先の把握。
・三密（密閉、密集、密接）を避け、可能な限り短時間での利用。

2022年3月27日（日曜日）

会場：益城町交流情報センター ミナテラス

令和3年度まちサポフェスタ開催！！

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止させていただく可能性がございます。

まちサポ登録団体の皆さまへ
まちサポフェスタ参加団体を募集致します！
詳細は後日発送の案内を御覧ください。



助成金に関する情報

民間企業で募集している助成金情報をご紹介します。詳細は電話かＨＰで確認してください。

★コメリ緑資金★

【助成対象となる活動分野】

2022年4月1日～2023年3月31日に実施される活動

が対象

1 自然環境保全活動

A 原生の状態を維持している山林など

2 里地里山保全活動

B 原生的な自然と都市の中間に位置する里地

里山など

3 緑化植栽活動

C 都市の緑地帯など

【募集期間】 2021年10月31日締切

★再春館「一本の木」財団★

【趣旨】

熊本の豊かな自然を守るために、環境保全活動・研

究などに励まれている方の取り組みの輪が広がること

を願った事業。

【助成の対象事業】(具体例)

1 多様な野生動植物の保護保全など

2 自然環境の保護保全とその普及啓発活動

3 地域の景観整備などの保全、環境美化活動など

4 子どもたちを対象とした環境教育事業

【募集期間】

上期分/前年度の12月1日～1月31日締切

4月1日～9月30日までに実施する事業

【申込・問合せ】

公益財団法人 再春館「一本の木」財団

https://ipponnoki.jp/assist/

〒861-2201 熊本県上益城郡益城町寺中1363-1

ＴＥＬ：096-289-4179 ＦＡＸ：096-287-4612

★地域文化の振興をめざして★

【趣旨】 心のふるさとを求めて地域文化の再認識が

求められているという考えから、その活動に対し助成

を行う。

１ 音楽・舞踊・演劇などの芸術活動及びそれらの人

材の育成活動。

2 伝統芸能の保存及び後継者の育成活動

3 伝統工芸技術の保存及び後継者の育成活動

4 食文化に関わる技能及び技法、並びに継承者の

育成活動

【募集期間】 2021年10月31日締切

【申込・問合せ】

公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団

http://www.zenzeikyo.com/assist/

〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番8号

日本税理士会館4階

ＴＥＬ：03-5740-8331 ＦＡＸ：03-5740-8333

【助成対象事業】

福祉、医療、教育、芸術など様々な分野で、社会的弱

者及び障がい児(者)を対象に活動している団体、法人

に対し、機器、施設の改善、備品の購入など活動に必

要な資金の援助。

特に、子どもを対象とする直接的支援プロジェクトを

支援する。

【募集期間】 随時

【留意事項】 助成対象者は2年以上の活動実績のあ

る非営利法人、慈善団体。

【申込・問合せ】

一般財団法人 日本メイスン財団 慈善事業係

http://www.masonicfoundation.or.jp/guidanc

e.html

〒105-0011 東京都港区芝公園4-1-3

TEL03-3431-0033

【申込・問合せ】

公益財団法人 コメリ緑育成財団事務局

http://www.komerimidori.org/koubo/guide.

html

〒950-1457新潟県新潟市南区清水4501-1

ＴＥＬ：025-371-4455 ＦＡＸ：025-371-4151
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★一般財団法人日本メイスン財団★

https://ipponnoki.jp/assist/
http://www.zenzeikyo.com/assist/
http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html
http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html
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マイプロジェクトスタートアップ1DAYキャンプin益城

まちサポラックをぜひご活用ください☆★

まちサポの入り口のマガジンラックでは、登録団体のみなさんから提供していただいた手作りの冊子や、まちづくり
に関する情報紙などが設置されています。皆さんのおうち時間にいかがですか？設置物は随時募集しておりますので、
ご希望の方はまちサポ窓口までご相談ください！

『益城の学び新聞』

手書きの文字が癒されるこ
の新聞。学生が地域のため
に、地域の人々が学生のた
めに取り組んでいる活動等
が掲載されています。気づ
きから行動に移す皆さんに
刺激を受けます。「自分に
もできることはないか？」
と考えさせられたまちサポ
スタッフでした。

『益城町の歴史・文化歌留多』

まちサポ窓口で見かけた方も
多いはず！益城町の歴史・文
化歌留多。絵札になった益城
の遺跡や文化財の場所を知る
ことができるかるたマップや、
読み札について詳しく書かれ
ています。ここ、ミナテラス
にも文化財が・・・！

日頃見落としそうな道端の草
花、昆虫、自然を細かく観察
し報告されている自然観察員
の会報誌。県下様々な地域で
の活動や、自然の動植物のマ
ニアックな情報も知ることが
できます。この『自然観察』
を読みながら、自然を楽しん
でみてはいかかでしょうか。

今から220年前、砥川に用水
路を造った益城の偉人、富
田茂七翁の生涯と功績が書
かれています。当時赤井の
低い所から高い砥川に引い
た用水路工事は苦労の連続
で、完成は砥川の住民の悲
願でした。裏面はマンガに
なっているので、お子様も
楽しめます。

みみなみなみみみ

エコキャップ運動ご協力のお願い

ここ ミナテラスの自動販売機横に、ペットボトル

キャップ回収ボックスを設置しました。リサイクル

で得た利益を発展途上国の子ども向けワクチ

ン代として寄附することを掲げている運動で、

最近は災害支援にも使われています。来館さ

れた折には、ご協力をお願い致します。

『砥川用水路を歩く』

『自然観察』

益城町歴史・文化歌留多研究部 自然観察指導員熊本県連絡会（自然観察くまもと）

益城ほりおこし隊 地域おこし協力隊 井下友梨花さん

9月20日（月）、マイプロジェクト実行委員会主催で、中高生の取り組んでみたいことについて、町の大学生や大人
たちと一緒になって語り合うイベントがオンラインにて開催されました！

8月に益城町総合体育館にて開催予定だったこのイベント。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により日程が変更となりましたが、中学生1名、
高校生8名、スタッフ16名（内、益城の大学生5名）の参加者がオンライ
ンで集まりました！時間は休憩を挟みながら10時から16時まで。中高生
が『自分グラフ』を作成し自身を知り、マイプロジェクト参加経験者の
話を聞き、町の大学生や大人たちと語り合いながら「取り組みたいこ
と」を見つけていきます。普段の生活の中からの気づきや、興味のある
こと等をきっかけに様々なプロジェクトが生まれていました！
自分の「Will・Can・Need」を把握し、プロジェクトを考えていく皆

さんの真剣で楽しそうな姿にワクワク。個性豊かな発想に出会え、中高
生もスタッフも笑顔が溢れていました！

が開催されました！



編集後記

3ページ掲載のマイプロ
ジェクトでは、ファシリテー
ターとして参加をさせてい
ただいたまちサポスタッフ
の本田。このイベントを
きっかけに、ついに人生
初のMyノートパソコンを
ゲット！皆さんに助けて
いただきながら、最後まで
参加することができました。
今回のようにオンラインで
誰かと語り合うこと以外に
も、動画編集をしたり何か
を発信したり・・・出来るこ
との可能性が広がりワクワ
クしている本田なのでした。

益城町まちづくり活動支援センター まちサポ
〒861-2242  熊本県上益城郡益城町木山236（益城町交流情報センター・ミナテラス内）

電話 ０９６（２８７）１６１１ FAX ０９６－２８７－１６１２

開館時間／午前９時～午後６時 休館日／月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）・年末年始 受託管理者／株式会社 熊本シティエフエム

益城町まちづくり活動支援センター【まちサポ】フェイスブックページ
https://www.facebook.com/mashikimachisapo
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情報提供お待ちしています！

まちサポでは皆様からの様々な情報を募集しています。

●団体の活動情報・イベント情報

●会員募集

●みんなに広めたい益城町の良いところ・・・など

まちサポ通信に載せてほしい！と思う情報がありましたら、お気軽にまちサポまで☆★

☎ たくさんの情報お待ちしております！☎

登録情報の確認・更新のお願い
団体・個人の登録情報に変更がありましたら、窓口にて登録変更の届出をお願いいたします。
●名称 ●代表者氏名 ●連絡者氏名 ●事務所住所
●連絡先（電話番号、FAX、携帯番号、メールアドレス）
●組織形態

施設の利用について

【輪転機】無料 1原稿20枚以上
※用紙は利用者様持込み
※登録団体活動上使用する印刷のみ
【コピー機】モノクロ：10円／枚 カラー：30円／枚
【ロッカー】6カ月につき600円
※使用期間が6ヵ月未満の場合は、6ヵ月に切上げ。お支払いはミナテラス窓口まで。

まちサポでは登録団体が作成したＣＤやＤＶＤを無料配布しています！
ご希望の方は、お気軽にまちサポ窓口までお声掛けください☆★

メール m-sapo@fm791.jp

【写真左】 ましきパーキンソン等難病友の会

【写真右】 みゆき＆オートルズ

『益城ふれあい音頭』
・益城ふれあい音頭
・仙酔峡の想い出

『PK 患者のための体操物語』
・第一章「目覚めよ からだ」
・休憩～深呼吸～
・第二章「自分との対話」

まちサポ通信の設置について
まちサポ通信を設置していただける店舗、事業所を募集して
います！ご希望の方はまちサポまで！

mailto:m-sapo@fm791.jp

