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マッピングパーティは町をPRする新しい取組み

第17号

南河内地域GIS連絡会議は、地域を視覚化し課題を共有化するツールとしての地
理空間情報（GIS)の有効性を知ってもらう活動に取り組んでいます。
４月29日には、みんなでまちを歩いて、世界のだれもが自由に地図を書き、修正
することができるオープンストリートマップという地図を編集しようというイベ
ント「マッピングパーティ」を開催しました。当日はスタッフを含めて26名の参
加者が富田林市寺内町センターに集い、簡単な講義の後、ペンとクリップボード
を持ってじないまちに飛び出しました。初めて出会った人と一緒に昼食をとった
り、買い物をしたり、そしてまちのいろいろなものをクリップボードに書き込ん
で、お昼過ぎにセンターに戻ってパソコンを使って、調べてきたものを地図に書
き込みきました。みんな初心者ですが参加した皆さんからは、「みんなで地図を
描くのは楽しい」、「マッピングパーティは町をPRする新しい取組みだ」、「
まちの変化を真っ先に知る地域の人たちが地図に書き込めば、ますますこの町が
好きになっていける」など、とてもうれしい感想をいただきました。

project-F　☎080-3683-4973

南河内地域 GIS 連絡会議　☎0721-24-9292( 富田林測量 )

新しく富田林に出現した音楽集団　“project-F ”　富田林を中心に、音楽文化を広め
ていく為に結成された集団！　その守備範囲は広く、ジャズ・フォーク・カントリ
ー・ロック・歌謡曲・演歌まで何でもやっちゃうユニークな集団。これから旋風を
巻き起こすかもよ！メンバーも大変個性的。是非一度聞いてみては如何でしょう！
と言う事で、アコースティックライブのお知らせです。
 　　日時 ：６月２６日（日）14時～16時　 場所：きらめきファクトリー
 　　入場 ： 無料（予約もいりません。どなたでもお気軽に）
～簡単にメンバー紹介～
 ★谷村孝紘（ギター・ボーカル）小学校でギターを始め、中学時代はフォーク、
高校ではロックやフュージョンに目覚める。現在高齢者施設等の慰問演奏などを行
っている。
 ★細江和代（キーボード・ボーカル）幼児からお年寄りまで「おんがくであそぼ
う！」と題した音楽イベントを各地で展開中！
★寺田耕平（ベース・ボーカル）バンドマンに憧れ、大学時代に軽音部へ入部。ロ
ックやメタル、パンクなどを好むが、なんでもそれなりに演奏する。多目的カフェ
＆バー「花唐草」の店主
★野口哲郎（ギター・ボーカル）20代の時中川イサオ氏、有山じゅんじ氏に師事。
長いサラリーマン時代を経て改めて音楽活動に邁進中。ブルース・ラグタイム・ジ
ャズ・ソウルを好む。

サポとん通信
新聞部メンバー

とっぴー
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寺田美哉子　妹尾美千代（市民公益活動支援センター　☎ 0721-26-7887）
谷村孝紘（ふれあいサロン桜　☎ 080-3683-4973）
堀井利子（エンジェルガーデン21　☎ 0721-28-1224）
池川成子（JNWL大阪東支部ぴーすまいる　☎ 080-3463-4118）
寺田耕平（花唐草倶楽部　☎0721-55-4335）
木口文里（まちと未来を見つめる・わっちの会　☎ 0721-40-0288）

プロジェクター、スクリーン、ワイヤレ
スアンプなど、活動に必要な備品を無料
で貸出ししています。

チラシやポスターなどの印刷ができます
例・・・A4印刷の場合（用紙は持込み） 
　　→マスター代30円、インク代1円/枚
紙折機、裁断機等も利用できます。(無料)

市内の各公共施設等に設置している「支
援センターニュース」に掲載したり、セ
ンターのメルマガやホームページで、情
報を発信することができます。また、ホ
ームページ・チラシ作成等の情報発信に
関する支援も行っています。

情報発信を
　　したい

町会・自治会等やＮＰＯ、ボランティア団体など、非営利で公益的な活動をする人たちが対象です！　
同センター（NPO法人きんきうぇぶ）では、団体の運営や設立に関する相談や助成金情報をお知らせした
り、印刷機、裁断機、紙折り機などの利用ができます。
また、団体登録をすると、プロジェクターやスクリーンなどの備品貸し出しの他、市内6ヶ所のネットワー
クステーションやレインボーホール、かがりの郷、総合スポーツ公園、すばるホールの会議室も、規程内で
無料で利用できるなど、さまざまなサービスがあります。
詳細は支援センター（☎0721-26-7887）までお問合せ下さい。

月～金曜日（祝日は除く）9:00～21:00開所日・時間

会議室を
　使いたい

富田林市小金台2-5-10
（エコールロゼ南側平面駐車場南東沿い）
※地図は裏面

市内6ヵ所のネットワークステーションと、
4ヵ所の公的連携施設が無料で利用できます。

■ネットワークステーション
・エコールロゼ4階ロゼサロン
・ふれあいサロン桜
・金剛ショッピングモール貸し教室
・大政寿司2階和室
・(株)ヤマト倉庫2階事務所　
・多目的カフェ＆バー花唐草

■公的連携施設
・レインボーホール（市民会館）
・かがりの郷
・総合スポーツ公園
・すばるホール

場所

市民公益活動支援センター
さらにご利用しやすくなりました！

が

平日夜 9 時まで開所！
6 月より

備品が
無料で使えます

Facebookはこちらから→

project-F いよいよ活動開始！只今メンバー募集中！
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平成 30 年まで、

NPO 法人きんきうぇぶ受託決定！
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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8月です。8月9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7月1日です。

イ ベ ン トガ イ ド

「格安スマホ｣｢SIM フリー携帯｣ってなに？格安 SIMを利用してスマホの利用料を
少しでも減らしたい！でも何をどう選べばいいの？そんな疑問を解決します。
・日時：6/13（月）19：00 ～ 21：00
・場所：NPO法人きんきうぇぶ（小金台二丁目 5の 10）
・参加費：無料
・問合せ：NPO法人きんきうぇぶ　0721-29-0019

●格安スマホで通信費節約セミナー

明星の白菊と称された歌人、石上露子は富田林寺内町にある杉山家が生家です。
６月は芸術と文化を彩り石上露子の生誕祭を祝います。
・日時：6/11（土）11：00 ～生誕セレモニーなど
・場所：重要文化財旧杉山家住宅ほか
・問合せ：一般社団法人露香会（0721-26-2771）

●第 6回石上露子生誕祭

カラオケを中心にシニア世代ののど自慢・特技自慢をお楽しみください。
総勢６０組が出演予定。会場内で飲食ＯＫです（持ち込み可）

●第４回くすのき塾 「カラオケ ・ お楽しみ会」

サポとん

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 ：①6/27（月）10：30 ～ 12：00　②7/3（日）　14：30 ～ 16：00　
・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交流会 (12 時半～ ) 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

小学校1年生から中学校3年生までの子供たちが環境に関するさまざまな活動を
行う「イオンチアーズクラブ」。環境に興味を持ち考える力を育てるとともに、
集団行動を通じて社会的なルールやマナーを学んでいくクラブです。イオンの店
舗を拠点とし、地域の日常生活に根ざした環境学習や体験プログラムを実施中。
2016年度は「動物」をテーマに、全国約440クラブ、約7800人(2016年１月現在)
の子供たちが参加中です。1年間のまとめとして、メンバーで壁新聞を作成し各
地区で発表会を開催します。
イオン金剛東店では、小学校1年生から6年生約30人が参加。先日は天王寺動物
園に行き、動物観察や写生会を行いました。また、毎年、ＮＰＯ法人富田林根っ
この会のご協力で田植え、稲刈り体験をしたり、子供の自立、成長のお手伝いを
されています。
現在、会員募集中！！
■問合せ：イオン チアーズクラブ（電話：0721-28-1110　イオン金剛東店）

市民公益活動支援センター講演会

4月19日（火）19時～、支援センターにて「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～」講演会を開催
しました。エコール・ロゼマネージャー仲野元英氏をお迎えして、伝達
工学研究所所長 楠善博とのトークセッションは、大変興味深いお話でし
た。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
設立当初（バブル期）、子ども連れが多かった話や、次に赴任された時
は中学生高校生のたまり場になっていて、今は・・・客層に時代の流れ
が反映されているとともにショッピングセンター自身の在り方も、更に
地域住民と繋がることを求めておられて、心強い、ほっこりした気持ち
になりました(^^)/

助成金決定情報
支援センター経由で助成された大和証券福祉財団、キリン福祉財団、助成金贈呈式の様子です。
大和証券福祉財団平成27年度（第22回）ボランティア活動助成は、「ゲキトモエンターテイメント」キリン福
祉財団キリン・子育て応援事業は、「ゲキトモエンターテイメント」「NPOあずみな」の2団体の採用となりま
した。

・日時：6/18（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いただけます。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 苧坂正樹（TEL 090-8986-7162）

イオン チアーズクラブ


