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富田林を代表する文学者　石上露子を研究

石上露子を語る集い
TEL ： 090-2281-9217 （大石さん）

第12号

「石上露子を語る集い」は、寺内町の代表的旧家である杉山家に生まれた明星派女流歌人・石上
露子の研究サークルです。富田林を代表する文学者ともいえる石上露子（本名杉山タカ）は、類
い稀な美貌と才知のひとであったようです。
「石上露子を語る集い」は、現在30人で活動。毎年講演会、毎月例会をもち、例会は「石上露子を
語る集い」代表の宮本正章（四天王寺大学名誉教授）を中心に、会員の誰かが露子作品の一つや
関連事項を調べて発表し、相互に意見を交換をする形で進められています。
原典尊重主義というか、一つの作品を深く読み込んで考える、大家の学説に盲従しないこと
をモットーにしているそうです。また露子の作歌の苦心を体験してみようと発表後は歌会が
催されています。研究内容や短歌は機関紙「小板橋」に掲載して研究活動を深めています。
平成15（2003）年に生誕１２０周年を迎えた「石上露子」の文学的業績は年を追うごとに
高く評価されるようになってきているそうです。
ご興味・ご関心のある方は、下記までご連絡して下さい。

マイノリティー当事者の社会的認知を広めたい

マイノリティ―アートプロジェクト
TEL ： 090-9870-1260 ( マサさん )

マイノリティーアートプロジェクトは、日本各地で巻き起こっている地域型アートのなかで、
マイノリティー当事者の社会的認知を広げるアートプロジェクトの実現を目指しています。
「被差別部落の抱える問題と各マイノリティーが抱える問題の相互理解を深める」「アートに
よる相互理解を通して、マイノリティーの連帯とエンパワーメントをはかる」「被差別部落の
フィールドワークで参加アーティストと様々な種類のマイノリティー（ひきこもり、セクシャル
マイノリティ-ー外国人、障がい者）と繋がり、各々の表現活動の場としてもらう」を目的に様
々なワークショップやイベントを開催しています。
プロジェクトの企画が大阪府人権協会の助成プログラムに選ばれ、本格的に活動が開始。
代表の中島さんは、現在「不登校やひきこもり当事者の居場所を作りたい」とカフェ造りに
奮闘中！リフォーム作業も仲間で分担。居場所づくりが既に居場所になり、たくさんの方が
カフェづくりに参加しているそうです。
11月にはマイノリティーアートフェスティバルを開催。演奏や身体表現、造形作品など盛り
たくさんな企画を実現したい。と熱く語って下さいました。

・(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)

サポとん通信
新聞部メンバー

日時：2015年7月18日（土）14時～16時　場所：富田林市消防本部4階講堂

＜第1部　基調講演＞
「共育て共育ち（ともそだてともそだち）～子育ては頼っていいんです！」
　　(株)AsMama（アズママ）　代表取締役社長　甲田 恵子氏

＜第2部　パネルディスカッション＞
女性目線で暮らしやすい地域とは？！　キーワードは、女性・地域・就労
◆コーディネーター 
　大阪府立大学 教育福祉学類 　小野 達也教授　　
◆パネリスト
　(株)Asmama代表取締役社長　甲田 恵子氏
　NPO法人ふらっとスペース金剛代表理事　岡本 聡子氏
　株式会社アル・ コネクションプロダクツ代表取締役　中西 理翔氏
　ゲキトモエンターテイメント代表、河南高校演劇部講師　谷川うり氏
　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　和田 良子氏

ご参加頂きありがとうございました。
サポとん

後援：総務省近畿総合通信局

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

120名以上の方にご参加頂き、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「頼っていいんです。助
け合いの街づくり」が、無事終了しました。(株)AsMama甲田社長のお話は、困ったときに助け合える素晴らしい
システムであり、活動に参加したい。といった感想も多く、これからの先進モデルだな～といった感じでした。ま
たパネルディスカッションでは、アズママのシステム、NPOが実施しているつどいの広場事業、企業や福祉のシ
ステムそれぞれの立場で子育てし易い環境を選択できるように提供し、助け合うことが大事だと思いました。

頼っていいいんです！助け合いの街づくり～女性目線で暮らしやすい地域とは？！

明治39年夏の孝子

とっぴー
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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！

●平成 27 年度（第 22 回）ボランティア活動等助成
    　　　　　　　　　公益財団法人大和証券福祉財団
締切日：2015 年 9月15日
連絡先：公益財団法人　大和証券福祉財団　事務局
助成目的：高齢者、障がい児者、児童問題等に対するボラン
ティア活動に取り組む団体・グループに対して助成。学生･若
者のボランティア活動を積極的に支援します。

●平成 27 年度 高齢者福祉助成　
　　　　公益財団法人大阪ガスグループ福祉財団
締切日：2015 年 8月31日
連絡先：公益財団法人　大阪ガスグループ福祉財団　
助成目的：活力あふれる長寿社会を実現するため、高齢者を対象
にした福祉活動や高齢者の社会参加を支援する活動など、「高齢社
会における地域福祉づくり活動」に対して助成する。

●第 13 回 (2015 年度）街づくり夢基金
締切日：2015 年 8月31日
連絡先：「街づくり夢基金」生活協同組合エスコープ大阪内　
助成目的：（１）豊かな街づくりを行うための多様な非営利の事業
や活動を支援します。
（２）互いに基金を出し合い、必要な時に基金の支援を受ける参加
型のしくみを地域の中に広げます。
（３）情報・人の交流と連携・協力を媒介する協同の拠点になります。
を目的として設立されました

助成金情報

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(^_-)-☆

掲載ご希望申込要項
☆次号は9月です。9月10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8月20日です。

イ ベ ン トガ イ ド
夏・劇すばる演劇フェスティバル参加公演
「あすか～明日、咲く花」　　作・谷川うり／演出・宇尾雄一　
・日時：8/15（土）14：00 ～、8/16（日）13：00 ～
・場所：すばるホール４階　銀河の間
・入場無料（要整理券）　　※整理券のお求めは「すばるホール」まで
＜ストーリー＞
６世紀の河内国。蘇我・物部の権力争いが絶えず、罪なき民がいつも争
いに巻き込まれていた。この国を救うのは「神」か「仏」か。

●夏 ・ 劇すばる演劇フェスティバル参加公演　中高生エンターテイメント集団 「ゲキトモ」

JAPANプロ登録選手「大久保里美プロ」と一緒
にダーツを楽しみましょう！
ダーツはマイナーだけど老若男女問わず誰でも
楽しめる軽スポーツ！経験の有無にかかわらず
興味のある方はぜひご参加下さい。　　

・日時：8/23（日）　14：00 ～ 18：00
・場所：多目的カフェ＆バー「花唐草」
・問合せ：花唐草倶楽部　0721-55-4335

●女子プロ選手と一緒にダーツ入門＆ゲームイベント♪富田林で音楽集団「プロジェクトF」を企画しています。
音楽は人々に潤いと安らぎを与え、時には勇気と感動を与えます。政治家が
平和を叫ぶ以上にピースフルでフレンドリーな関係を築けるのが音楽です。
そして音楽には、文化・国境・宗教の壁さえ超越する力があります。高齢者に
活力を与え、若者には希望を与えます。様々なジャンルや人種が融合し、老若
男女が共に奏でる音楽は、未来を照らす光明になるでしょう。是非、一緒にそ
んな世界を創ってみませんか。
[募集要項]
年齢・性別・ジャンル不問　全パート募集（何でもOK） ※民族楽器大歓迎
詳細は皆んなで話し合って決めたいと思います。
何かを感じた人は連絡ください。　080-3683-4973（谷村まで）　　

●音楽集団 「プロジェクト F」 メンバー募集！

●ザッカフェ☆手作りの雑貨販売

◆ザッカフェVol.15 ハロウィーンフェスティバル 
　　　　　　　　　～出展者募集のお知らせ
雑貨や手作り品のブースを大募集します。
　　　（※ 今回フードブースの募集はありません）
・募集開始：9/1 ～　・募集数 :18ブース
・日時：10/24（土）10：00 ～ 18：00
・場所：エコールロゼ
・問合せ： ザッカフェ実行委員会
　　　0721-26-7878( 平日10：00～ 17：00まで）

今年度、新たに５つの事業が富田林市元気なまちづくりモデル事業として採択されました。今後、平成29年度までの3
ヶ年度に渡り、地域住民の方々が地域の課題解決や活性化に向けて自主的に事業実施されます。モデル事業が実施され
る地域にお住いの方は、積極的に参加してみてはいかがでしょうか？

藤沢台四～七丁目連携ネット構築事業　(藤沢台四～七丁目連携ネット）

藤沢台で活動している自主防災、要援護者支援、防犯等の各組織間の交流を促進し、情報の共有や活動の連携を進める
コーディネートを行うとともに、市内で2番目となる地域安全センターの開設を目指します。

彼方上地区まちづくり事業　（彼方上７町会まちづくり協議会）

前回もモデル事業として採択されました。彼方の風景カレンダー作成や道案内掲示板設置などに加え、改めて発見した
地域の取組など各種資源のつなぎ役として、他の資源と新たにマッチングさせ、それぞれを拡充させることを通じて、歴史・
伝統・伝承を次世代に伝え、人が訪れ、ふれあうまちを目指す事業です。

明治池中学校区次世代人材育成事業　（すこやかネット明治池）

次世代の人材育成を図る仕組みと活動できる基盤づくりを行います。防犯活動の充実や若い世代の取り込み、参加者に
はお客さんとしてではなく主体的に参加してもらうことで、明治池に愛着を持って住み続けてもらうことを目指しています。

ALL東板持創生「生き活きタウン」事業　（ALL東板持）

同じ地域の住民同士が協力して無料の高齢者送迎サービスを行うことで高齢者にやさしいまちを
実現し、また、フラワー園や地域の合同運動会などを実施することで、地域や世代を超えて絆を深め、
東板持に住み続けたいと思えるまちを目指す事業です。

みんなつながろう喜志西事業　(喜志西小学校校区まちづくり協議会）

個々の町会ごとに行われている様々な取組を喜志西小学校校区で実施することを通じて、より広
い地域での絆づくりを目的とする事業です。事業実施では、もてなす側ともてなされる側（お客様の
立場）にならない関係をつくり、みんなが主催者として実施していきます。

決定！
富田林市元気なまちづくりモデル事業対象事業

大阪大谷大学より社会研究実習～NPO法人きんきうぇぶ
私が成長するきっかけになった大阪大谷大学の授業のひとつに『社会研究実習』があり
ます。この科目を利用して、NPO法人きんきうぇぶさんの「シニア向けスマートフォン教
室」の補助役として約二ヶ月間授業に参加させて頂きました。きんきうぇぶではスマート
フォン教室だけでなくあらゆる分野の教室があり、地域の方々が楽しく気軽に参加でき
るというところにとても魅力を感じました。地域の方々の現状や市民公益活動支援セン
ターの役割など実習によって学べたことがたくさんあり、自分の成長にも繋げることが
できました。きんきうぇぶの方々や地域の方々のおかげで、とても良い環境で楽しく実習
がすることができました。今後の学校生活も含め、社会に出た際に、この実習で学んだ
ことを活かしていきたいと感じました。   　
　　　　　　　大阪大谷大学　人間社会学部スポーツ健康学科　3回生　吉澤未紗


