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年を取っても変わりなく、住み続けたいと思える「住みやすい街」では、ないでしょうか？

第16号

【ちいきつくりたい(隊)メンバー】
NPO法人サンキューネット☎072-365-2352　　
NPO法人シーシータイミング☎0721-29-7087　 
錦織荘☎0721-25-6528　　　　　　　　   
第３ほんわかセンター(けあぱる) ☎0721-28-8500   

街かどデイハウスきんき茶ろん☎0721-29-0019
オレンジ荘☎0721-33-0911
富田林市社会福祉協議会☎0721-25-8200
第３ほんわかセンター(けあぱる金剛)☎0721-69-6901

『ちいきつくりたい(隊)』って何？
皆様が望む「地域」とは、年を取っても変わりなく、住み続けたいと思える「住み
やすい街」では、ないでしょうか？
そのためには、この金剛地区がどんなところであれば良いのか、どんな地域にして
いきたいかを考え、活動していこうと、富田林市から業務委託を受けた機関のメン
バーが集まり、チームを発足しました。
私たちは、皆様のお電話に応えお宅への訪問をしたり、商業施設や公民館などで
「にこにこ出張相談所」を開いたりして、介護や福祉などに関する相談に応じてい
ます。また、春と秋に「ちいきつくりたい(隊)だより」を発行し、皆様の身近にあ
る便利な福祉機関のご紹介や、色々な制度について、分かりやすくお伝えします。
これからも、ちいきつくりたい(隊)のメンバーは、連携し知恵を出し合い、住みや
すい街づくりを目指します。

安全・安心・楽しく暮らす住みよい町づくりを目指して

ＮＰＯ法人東板持　　　　　　☎　0721-69-6608
デイサービスほのぼの来楽部　☎　0721-69-6605　

私たちの住む東板持は3町会・4自治会 600世帯 2000人が暮す町です。
安全で安心な町づくりを目指そうとALL東板持が発足しました。ALL東板持を支え続
けるには、法人格の団体が必要と考え、ＮＰＯ法人東板持を立ち上げました。発起
人会のメンバーである社会福祉法人「柳生会」から介護保険事業（デイサービス）
を譲り受け、「デイサービスほのぼの来楽部」と命名し、「行けば元気・笑顔を皆
様と一緒に」をモットーに地域に愛される介護施設となれるように日々スタッフ一
同力を合わせ取り組んでおります。生まれ変わった介護事業の経営の安定を図って
いくことが、目下の課題です。デイサービスの収益を使い、誰でも行生き活きと元
気な地域になるよう活動の輪を広げて行きたいと思っています。
①安心して暮らす（地域福祉）買い物に行くにも公共機関（バス・鉄道）までの距
離が遠く高齢者にとっては不便な地域で外出が大変。そこで、シニアおつかい便を
運行　病院・買い物・駅への送迎が無料で利用できます。また、お家の困りごとの
お手伝い（電球交換、粗大ごみ、家具移動や小修理）など
②楽しく暮らす（イベント等）昨年の夏は、老若男女が楽しめる休耕田を利用した
フラワー園（夏はひまわり、秋はコスモス）そして、3町合同の夏祭り（盆踊り）カ
ラオケ大会、ほんわかカフエ、落語会、万葉夢太鼓を行いました。
③安全に暮らす（防災）3町会の自主防災組織の連携などでお互いの協力体制の確保
今後は、学童保育や合同運動会も視野に入れ、元気な子供、見守るまちづくりを目
指しています。

・(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

第11回「市民活動わくわく広場inとんだばやし」は、たくさんの方々のご協力により無事終了することができました。
まだまだ「公益活動」の意味がわからない、活動の仕方がわからないという方へのアピールのきっかけになったの
ではないでしょうか？出展ブース52団体、ステージ発表12団体、公演2団体が参加し、賑やかがな1日となりました。

とっぴー

サポとん

ありがとうございました！ありがとうございました！
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市民公益活動支援センターからのお知らせ

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5月です。5月6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4月20日です。

イ ベ ン トガ イ ド

格安スマホに関心はあるけれども、使い方や購入方法がよく分からないという人を対象に
「便利で楽しく安全に」格安スマホを利用する方法を学ぶ教室を無料で開催します。（2回で 1講座）
①金剛連絡所⇒4/19・4/26（火）13：30 ～ 15：45　
②レインボーホール⇒5/9・5/16（月）9：30 ～ 11：45　
③レインボーホール⇒5/9・5/16（月）13：30 ～ 15：45　
④エコール・ロゼ⇒5/23・5/30（月）13：30 ～ 15：45　
・参加費：無料　　・問合せ：NPO法人きんきうぇぶ　0721-29-0019

●やさしい格安スマホ教室

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。
そのひとつ、「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）」は、
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。
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？

富田林市元気なまちづくりモデル事業対象事業

春休みの新入学のご準備に、楽しいワークショップや作家さんの 1点物が勢ぞろい！新入学に使えるバッグや小物も沢
山ありますよ。　ザッカフェ実行委員会では、富田林をはじめ南大阪で活動をされている作家さんの活動の場を設け、
ザッカフェイベントで応援しております。
・日時：3/27( 日 ) ～ 3/29（火）10：00 ～ 18：00　　・場所：エコール･ロゼ １F アトリウム広場
・参加費：無料　　・問合せ：ザッカフェ実行委員会　0721-26-7878

●ザッカフェ Vol.16☆春休みハンドメイドフェスタ

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）

明治池中学校区次世代人材育成事業は、地域コミュニティの希薄化が問題に
なり、異文化交流に代表される「たて」「よこ」「ななめ」の関係が必要とされる
中、これらの課題解決のため  ①次世代ボランティア人材の育成 　②防災活動の仕
組みづくりを進めています。小学生から大学生までのすこネットクラブ（ボラン
ティア）会員を募集し、地域の取り組みである夏祭り、防災活動やクリーン作戦な
どのボランティアスタッフとしての活動が、平成27年11月より始まりました。現
在会員は22名。12月と3月のクリーン作戦、公民館まつりでの焼きそば屋台、防災
訓練では受付や会場設営などの地域活動に参加。最近では活動そのものがアピール
となり、自然に子ども達が集まるようになりました。また自分達で考えたロゴのつ
いた帽子を被り、楽しんで裏方をする子ども達の姿は、将来、地域活動を担う「未
来のリーダー」として、少しずつ着実に育っているようです。「自分の住む地域
のために活動してもらうことで、いっそう地域を大好きになってもらい、地域に住
み続けてもらいたい。地域から巣立っても、いつか帰って来て欲しい。そしてこの
活動は、将来必ず役に立つ！」と代表の原さんは熱く語って下さいました。すこネ
ットクラブの活動が、富田林のモデル事業となり、他の地域でも広まることを期待
したいです。

商業施設の発展と共に拡がり繋がる地域の輪
　　　　　　　～エコールロゼと富田林金剛地区～

サポとん

＜市民公益活動支援センター講演会＞

昨今、企業のCSRが問われる中、富田林金剛地区での
住民と商業施設との繋がりを過去の歴史から学び、
今後のあり方を考えます。

まま＠トーク Cafe☆子育て～日常生活のなかで、こんな助けがあったらいいな♪
子育て、介護、家族や自身の体調不良や急なアクシデント等、日々の生活の中で「ちょっと助けてほしい～」ってこと、
ありますよね。いざという時、地域の人同士で気軽に声かけあって、気兼ねなく助けたり助けられたりできたら安心で
す♪どうしたら、そんな安心、現代版セーフティーネットが作れるのかな？　まま＠トーク Café は、そのための地域
のつながり作り、信頼できる仲間づくりの場です。　子育て中の人、子育てを応援したい人、豊かで安心の地域を創り
たい人、自分らしく活き活き輝いていたい人、どなたでも参加大歓迎の地域交流イベントです。ぜひご参加ください！
・日時 ：①4/18（月）　②5/23（月）10：30 ～ 12：00　　・場所 ：エコールロゼ 4階・ロゼサロン
・問合せ：NPOあずみな事務局　0721-40-0288
※参加費 100 円／人　〈保険代・フリードリンク代込〉
※お子さま連れでも安心☆ハッピートイスペース（キッズコーナー）で託児スタッフがお世話します♪
※ご希望の方、毎回大好評のランチ会 (12 時～ ) にも参加ください♪〈要実費 /要申込み〉

●「NPO あずみな」 メンバー募集中！＆イベントのお知らせ

石川こいのぼり　～NPO法人夢の会～
毎年４月第２日曜日から５月第２日曜日の一ヶ月間、富田林市を流れる一級河川「石川」の河川敷において、数百匹の
鯉のぼりが見事に舞います。昭和59年４月から地域住民によって始まり、鯉のぼりの勇壮な姿はマスコミ等でたくさん
取り上げられ、今では府下でも多くの方々に知られるイベントとなっています。今では全国から鯉のぼりをご寄贈がある
そうです。感謝をこめて昔ながらのスタイルで鯉のぼりをあげているそうです。現在「鯉のぼり」の寄付受付中！
■問合せ：NPO法人夢の会（電話：090-3284-1120 占部さん）

住民活動災害保障保険は住民団体が日帰りで行う無報酬のボランティア活動や地域での社会奉仕活動（清掃活動、防火・防災活動、
防犯活動、社会福祉活動等）中の事故や災害に対し、責任者の賠償責任や、参加者のケガによる入院・通院など費用を市で補填 ( ほ
てん ) し、住民活動の促進を目的としています。保険には市が一括加入し、保険料も市が負担します。 
■ 保険の期間 ( 平成 28 年度分 ) 平成 28 年 6月 1日～平成 29 年 6月 1日　■申込み：4月 15 日 ( 金 ) 市役所４階 市民協働課まで

●日時：4/19（火）19:00～20:30
●場所：市民公益活動支援センター（小金台2-5-10）
●講師：仲野元英氏（エコールロゼマネージャー）
●コーディネーター：楠喜博氏（伝達工学研究所所長）
●参加費：無料
●申込み：電話（0721-26-7887）メール（info@tondabayashi.org 

住民活動災害保障保険


