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就労継続 B 型事業所オープン！多様な福祉サービスを目指して！

特定非営利活動法人　動 （どう）
TEL ： ０７２１－２１－６１８７

第11号

バンジーは平成27年5月1日に新しくオープンした定員２０名の知的障がい者の方の日
中活動の場です。時間は午前９時から午後４時で、主に箱折りや洗濯バサミなどの軽作
業を行い、得たお金は工賃としてお支払い。また、運動不足を解消するために登山など
のスポーツ活動、季節の行事や旅行などの余暇活動も企画しています。この道20年の代
表の山本さんは、皆さんの役に立つ場なればと、いろんなことに積極的にチャレンジ！一
般就労を目指す方や自閉症の方の療育支援（TEACCH、ABA、ぺクス）に力を入れており、
多様なニーズに応える福祉サービス事業所を目指されています。
事業所の見学、お問い合わせ、歓迎します。送迎サービスもあり。
利用者が少ない状態ですので、ご応募をお待ちしております。（精神、身体障がいの方、
難病の方も対象です）　ちなみに、事業所の名前のバンジーは、地名の”板持”が由来で
す。覚えやすいですよね。

食生活の現状を見直す機会になれば～

富田林食育を考える会　～おっかさんのごはん again ！
TEL ： 090-7753-9206( 井上さん )

自分の食生活の現状を知って見直す機会になれば～と発足し10ヶ月。まだまだ活動を始
めたばかりの「富田林食育を考える会～おっかさんのごはんagain！」は、ベテラン主婦の
女性が中心となり活動しています。
現代は、自分の食生活に関心がない方が意外に多い。少し改善することで、生活習慣病
の改善に繋がったり、国の莫大な医療費が軽減されたりする。自分たちの知識を伝える
ことにより、いくつになっても元気で”楽しく・若く・美しく”暮らしたいという思いの手助け
になれば～。と代表の井上さん。食生活の栄養バランスは、年齢性別いろんな状況によ
って変わります。健康情報は溢れてる現在、他人まかせの健康ではなく自分で考える知識
を付けて欲しいと。
毎月１回、エコール・ロゼで開催している「食育講座」は、健康な生活の基本となる「運動
・休養・食生活」の３つの柱について最新の情報を発信している。“タンパク質”や“食物繊
維”の話など課題は身近にあり関心を持ってほしいものばかり。次回は“骨”のお話。
「食育講座」は、口クチで広がり、特に”ヘルシーレシピの紹介”と”楽しい食育劇”は好評で
す。ぜひ一度参加して、自分の健康や食生活を見直してみましょう。

・(ザッカフェ実行委員会・TEL 0721-26-7878)小 豆   美 佐

・(JNWL大阪東支部ぴーすまいる・TEL 080-3463-4118)池 川   成 子
寺 田   耕 平 ・( 花唐草倶楽部・TEL 0721-55-4335)

寺田 美哉子　妹尾 美千代　實近 圭子・( 市民公益活動支援センター TEL 0721-26-7887)
・(ふれあいサロン桜・TEL 080-3683-4973)谷  村    孝   紘 

堀  井     利  子 ・ (エンジェルガーデン21・TEL 0721-28-1224)

木 口　文里 ・( まちと未来を見つめる・わっちの会・TEL 0721-40-0288)

とっぴー

サポとん通信
新聞部メンバー

頼っていいんです！

場所：
富田林市消防本部4階講堂
 （富田林市甲田１丁目7-1）

14：00～16：00
無料

7/18（土）

共育て共育ち～子育ては頼っていいんです！

第1部 基調講演

第2部 パネルディスカッション

申込み受付：富田林市市民公益活動支援センター（NPO法人きんきうぇぶ）
TEL：0721-26-7887 ／ Email ：info@tondabayashi.org

◆コーディネーター 
　小野達也教授　大阪府立大学 教育福祉学類 
◆パネリスト
　岡本聡子　NPO法人ふらっとスペース金剛代表理事
　中西理翔　株式会社アル・ コネクションプロダクツ代表取締役
　谷川  うり　ゲキトモエンターテイメント代表、河南高校演劇部講師
　和田良子　富田林市社会福祉協議会 総務・事業推進課地域福祉係・係長

（株）AsMama（アズママ）
代表取締役社長　甲田恵子氏
1975年大阪府生まれ。フロリダアトランティック大学留学を経て、関西外
語大学英米語学科卒業。大学卒業後の1998年、省庁が運営する特殊法人環
境事業団に入社。役員秘書と国際協力関連業務を兼務する。2000年、ニフ
ティ株式会社入社。マーケティング・渉外・IRなどを担当。2007年、ベン
チャーインキュベーション会社、ngi group株式会社に入社し、広報・IR
室長を務める。2009年3月退社。同年11月に子育て支援・親支援コミュニ
ティ、株式会社AsMamaを創設し、代表取締役CEOに就任。 

女子トーク！

とも とも

女性目線で暮らしやすい地域とは?!女性目線で暮らしやすい地域とは?!

2015年

助け合いの街づくり
サポとん
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第2回 富田林市市民公益活動支援センター  シンポジウム
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市民公益活動支援センターからのお知らせ

おばあさんとお孫さん、ママと子供たち！みんなで一緒にフラを楽しみ
ませんか？地元のイベントに参加できます。　　　

・日時：第 2・4金曜日　17：00 ～ 19：00
・場所：エコール･ロゼ 4階ロゼサロン2　　・会費：1,000 円／月
・問合せ：ウルプア 加藤さん　090-2835-5830

●ハワイアンフラダンス ・ ウルプア 仲間募集中！

◆ザッカフェ vol.13
         ☆ハンドメイドマルシェ in 寺内町

クラフト・アクセサリー・雑貨・フード等を中
心にオリジナル商品が並びます。

・日時：6/27( 土 )10：00 ～ 14：30
・場所：寺内町駅前きらめきファクトリー

◆ザッカフェ vol.14
　　☆エコールロゼ手作り教室（夏休みの宿題編）

モノづくりの楽しみや喜び、モノを大切にする
気持ちが生まれる教室です。
子供も大人も楽しめる体験ブースなどなど盛り
だくさん！

・日時：7/27（月）・28（火）
・場所：エコールロゼ

●ザッカフェ☆手作りの雑貨販売

カラオケを中心としたシニアの一芸を楽しむ催しです。玄人はだし？
の出演者、総勢 60 組がお待ちしています。会場内で飲食ＯＫです
（持ち込み可）。　

・日時：6/20（土）10：00 ～ 16：00
・場所：すばるホール（小ホール）
・主催：NPO法人シニア富田林くすのき塾
・対象：どなたでも自由に観覧できます。入場無料。申し込み不要。
　　　  ただし、出演申し込みはすでに締め切っています。
・問合せ：くすのき塾 髙木さん  090-7106-4137

●第３回くすのき塾 「カラオケ ・ お楽しみ会」

急速に普及するスマートフォンをシニアにも楽しんで頂きたい ! 受講料無料 !
・日時：①6/15、6/22、6/29（月）15：30 ～ 17：30
　　　  ②6/11、6/18、6/25（木）15：30 ～ 17：30
・場所：NPO法人きんきうぇぶ小金台事務所
・参加費：無料
・問合せ：NPO法人きんきうぇぶ　0721-29-0019

●シニアに役立つ！楽しいスマートフォン教室

●平成 27 年度子どもゆめ基金助成金
　／子どもの体験活動・読書活動（二次募集）
助成金額：1件あたり上限額 50 万円
締切日：2015 年 6月26日
連絡先：（独法）国立青少年教育振興機構
03-5790-8117
対象：(1) 子どもを対象とする体験活動や読書活動
　　　(2) 子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活動

●第 31 回（2015 年度）マツダ研究助成募集要項
　　―青少年健全育成関係―
青少年の健全な育成、あるいは青少年期における自ら
の学習への支援を通して、心豊かに生きることの出来
る社会の実現を願い、そのためのすぐれた研究に対し、
その一助として費用の一部もしくは全額を助成します。
助成金額：総額 500 万円
締切日：2015 年 6月30日
連絡先：公益財団法人 マツダ財団 事務局

●2015 年度 ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業 募集要項
助成金額：総額 200 万円
締切日：2015 年 6月7日
連絡先：NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド
助成目的：難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野におけるボラ
ンティア団体への助成

助成金情報

掲載ご希望申込要項

市民公益活動支援センター 交流会

元気なまちづくりモデル事業の募集（補助金交付対象事業）
の課題解決や活性化に向けた富田林市元気なまちづくりモデル事業として採択された３つのモ

デル事業が、市から補助金が交付される３ヵ年の事業実施期間を終えて平成２６年度末で一区切りと
なりました。
彼方上地区、錦織地区、高辺台地区で実施された各モデル事業は、ひとつの町会・自治会の枠を越えて
より広い範囲の複数町会によって、地域の魅力再発見や異世代間交流、まちの安心・安全づくりを目的と
して、地域住民の方々が主体的に取り組んでおり、今後の地域づくりに繋がるきっかけとなっています。
平成２７年度に新たにモデル事業が募集されますので、ぜひ、この機会に補助金が交付されるモデル
事業を活用してひとつの町会・自治会ではできない地域の課題解決、活性化のためのモデル事業を応
募してみてはいかがでしょうか。
詳しくは市役所市民協働課へ
■対象団体：町会や自治会の連合体（連合町会）、複数の町会・自治会とＮＰＯなどの団体との協議体
■対象事業：広域で取り組まれる地域活性化のための新規事業で３年以上継続性のある事業
■事業選定：応募のあった事業の中から、最多で５事業をモデル事業として選定
■補助金額：１事業年間２０万円を限度に３年間補助
■申込受付：平成２７年５月７日（木）から６月19日（金）まで（予定）

公益活動支援センター交流会を開催しました。当日は43の登録団体や行政職員等が参加。NPO法人SEINの
宝楽さんの「協働のススメ！」のお話のあと、1分間の交流タイム！　少しハードではありましたが、新しい発見や出
会いがありました。

■日時：4月28日（火）14時～16時  
■場所：レインボーホール3階農林会議室

お知らせ
ＰＬ病院、富田林病院、富田林モータースクールの3ヶ所に、
富田林市市民公益活動支援センタ―のチラシラックがあります。
登録団体のチラシ等を設置いたしますので、
支援センターまでお気軽にお持ちくださいネ。
毎月１０日までにお願いします。

団体案内や講座やセミナーのチラシなどの設置がOKです。
「仲間募集！」のチラシもOK！ですよ(^_-)-☆

☆次号は7月です。7月8月のイベント掲載ご希望は
 info@tondabayashi.org  支援センターまで！
〆切は6月20日です。

イ ベ ン トガ イ ド


