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南河内の美術活動の中核へ　富美協、20周年記念展

第21号

富田林市美術協会は改組20周年記念展を今春3月17日(金)から21日(火)までの5日間、すば
るホール３階・展示室、フロアー、4階・銀河の間で開きます。<なごみ>をテーマに特
別展も併設。ご家族一緒にご鑑賞下さい。落語会(19日)や口笛演奏会(20日)も合わせて開
きます。
当協会では絵が好きで描きたい、彫りたい、撮りたいなどの人達が集まって出来た組織
で、当初は工芸展と共に発足しましたが、途中から独立、20年の歴史を刻みました。
日本画、洋画、書、彫刻、写真の5部門があり、会員の他、一般市民にも作品の場を提供
しています。公募作品は審査のうえ市長賞、教育委員会賞、すばる賞などを授与、2度受
賞されたら会員資格が与えられます。会員は72人で、一般公募は80人を超えています。
最近では、富田林市市域外の堺、河内長野、大阪市などからも
応募があり、互いに切磋琢磨し、地域の文化向上に寄与できれ
ばと臨んでいます。
会員の親睦を兼ねて毎年、研修旅行に出掛け、今年は鳴門市の
大塚国際美術館へ、昨年は京都市内の３美術館巡りを行いまし
た。

富田林市美術協会　☎0721-23-4604 （植木） 

マジッククラブ スマイル　☎090-1903-7122　( 渋谷 )

マジッククラブ・スマイルは、現在13名のメンバーが活動中。28～75歳の手品好きが集
まったサークルです。月2回金剛公民館で集まり練習をしています。最近は、定年後の趣
味になれば～と始める人も多いそうです。子ども会や老人会、養護施設などへ出掛け、ボ
ランティアでマジックを披露されています。
代表の渋谷さんは300以上のネタをお持ちで、殆どのネタは手作りです。またクラブ員へ
のネタ指導も。見ている人が、驚きビックリされた瞬間が一番の楽しみだそうです。逆に
一番の失敗は、隠したはずのお札がなくなっていたときだそうです。何年やっても飽きな
い楽しさがマジックにはあるとのことです。
毎年「ひろとん」ではマジックを披露されていますが、360度全てから見えるステージは
やりにくそうです。今年も楽しいステージを楽しみにしています。
また「マジッククラブ スマイル」では、一緒にマジックを楽しむ仲間を募集中です。子
どもからシニアまでぜひ一緒に楽しみましょう～初心者大歓迎です。

サポとん通信
新聞部メンバー
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）

驚きビックリされた瞬間が一番の楽しみ～♪

サポとん通信新聞部募集中

市民活動わくわく広場 in とんだばやし

2017年2月19日（日）
11：00～17：00 場所：エコール・ロゼ

サポとん第12回

＜参加団体 ( 順不同 )＞　※参加団体は変更になる場合があります。
大阪大谷大学
イオン金剛東店
菜園クラブ
NPO法人 ナルク富田林 ( 露子の会 )
エンジェルガーデン 21
手仕事 10 人の会（今は 6人やけど。）
ザッカフェ実行委員会
ぴーすまいる（ノルディックウォーク）
一般社団法人大阪青少年支援機構ポラリス
NPO法人ふらっとスペース金剛
富田林の自然を守る会
NPO法人高齢者大学シニア富田林 くすのき塾
NPO法人ワーカーズ・コレクティブ はんど
NPO法人ゲキトモエンターテイメント
NPO法人のーまらいず
河南地球のステージ
金剛まちネット
観光交流施設きらめきファクトリー
NPOあずみな

(公社）アジア協会・アジア友の会 富田林地区会
大阪府営錦織公園指定管理者 みどり会
南河内地域GIS 連絡会議
まちと未来を見つめるわっちの会
高辺地域連携ネット
富田林市町総代会
ガーデンシティコープ金剛東すみれ会
石上露子を語る集い
ＮＰＯ法人夢の会
( 特活 ) とんだばやし国際交流協会
NPO法人 NPOかんなびの丘
とんだばやしうぇぶ
富田林市市民会館
金剛地区再生指針策定協議会
　　　・金剛地区活性化に向けた意見交換会
MAP Cafe（Minority Art Project Cafe）
大阪府電動車椅子サッカー協会
すこやかネット明治池
ちいきつくりたい（隊）

NPO法人東板持
NPO法人動
花唐草倶楽部
健やかスマイル
認知症ケアを推進する会　おれんじパートナー
富田林市少年少女合唱団
親しみ会
プロジェクト -F
ハワイアンフラチーム・ウルプア
マジックスマイル
アンサンブル・オレンジ
河内長野市立市民公益活動支援センター
大阪狭山市市民活動支援センター
松原市市民活動サポートサロン
堺市市民活動コーナー
はびきの市民活動交流会
NPO法人きんきうぇぶ

とっぴー

来てね！
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市民公益活動支援センターからのお知らせ

掲載ご希望申込要項お知らせ

イ ベ ン トガ イ ド
これは楽しそう！！みんなで育てようまちづくり・・・
元気に歌い、落語で大笑い。それとここ河内の文化にもチョッピリ触れて・・
<プログラム>
18:45 ～歌の広場
　①河内に伝わる鉄道唱歌　私達の住むここ河内国は、奥深い文化、歴史の礎が一杯詰まっています。
　南河汽車の旅を「男声合唱団メンズコア富田林」と一緒に歌いましょう。　どなたでも参加できます。
　②合田校長先生はバイオリン弾き！生演奏
19:30 ～桂吉弥さんの落語
吉弥さんとの交流会、抽選会もお楽しみに！

手仕事１０人の会（今は６人やけど。）の第３回展示販売会を行います。
１月で１周年を迎えたこの会ですが、６人の作家がそれぞれの活動にさらに磨きをかけ、この度、新しいプロジェクト
を立ち上げます。　その名も「キモノプロジェクト」。独身の一人暮らしを除いて、たいていのご家庭に処分に困って
いる着物が眠っていることと思います。気にはなっているけれど、捨てるに捨てられない着物を６人の作家が、それぞ
れの感性やアイディア、技術でもって、お気に入りの逸品に作り変えちゃおう！と、言うのがこの企画です。
展示販売会では「キモノプロジェクト」の参考作品もご用意しており、ご注文も承ります。
・日時：3/11（土）10：30 ～ 14：30
・場所：観光交流施設きらめきファクトリー２階全室

知りたいことや困っていることを、弁護士に相談できるチャンスです。お金はいりません。秘密は守ります。相談時間
は 1時間です。予約した人には通訳がいます。安心してきてください。英語、中国語、韓国語、朝鮮語、タイ語、ベト
ナム語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ネパール語が対応可能。この言語以外の通訳が
必要な場合は相談して下さい。
・日時：2/25（土）13：00 ～ 16：00　　締切：2/17
・場所：( 特活 ) とんだばやし国際交流協会
・定員：3言語 6名（申込多数の場合抽選）
・申込・問合せ：（特活）とんだばやし国際交流協会　0721-24-2622
・主催：国際交流会ネットワークおおさか　　・協力：大阪弁護士会

・日時：3/16（木）18：45 ～ 20：45
・場所：富田林市立喜志西小学校　体育館（駐車場は運動場・無料）
・参加費：1,000 円（中学生以上）小学生は無料
・問合せ：喜志西小学校区まちづくり協議会　☎0721-24-8279（高井）　090-4498-2518（田中）

●歌の広場と落語 （桂吉弥さん） のコラボ！！

●外国人のための 1 日無料法律相談会

●手仕事１０人の会 （今は６人やけど。） 展示販売会のお知らせ

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4月です。4月5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3月10日です。

サポとん

一人でも多くの市民の皆さんのご参加を！！～みんなそろって石川へ～
「自然を守り、緑と太陽にめぐまれた住みよいまちをつくりましょう」と市民憲法のもとに、昭和 59 年に「石川を美し
くする市民運動協議会」が発足し、毎年 3月の第１日曜日に、石川とその支流 ( 佐備川、宇奈田川、千早川）を掃除します。
・日時：3/5（日）9：00 ～ 10：30　　・場所：石川及びその支流

●第 34 回石川大清掃

昨年度、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、「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）」は、
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ています。
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
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）

藤沢台四～七丁目連携ネット構築事業は、犯罪の無い安全・安心な地
域づくりを推進するため学校と町会そして市民ボランティアを募り、富田
林警察署の委託を受け、青色防犯パトロール隊として発足しました。
昨年10月には、藤沢台小学校で全児童が見守る中、開所式・出発式を挙行
児童からの感謝のことばの励みを受け、警察パトカー先導の下、府警犯罪
抑止戦略本部、富田林見守り青ちゃん、高辺台地域連携ネット、藤沢ネッ
トなど7台の車両を連ねて、特別巡回コースを一回り致しました。富田林市
では第２番目となるボランティア青パト隊です。
現在は毎週水曜日午後２回、「子ども達と地域の安全・安心のために」
藤沢台小学校校区を巡回をしています。青色パトロール車による見回り活
動は、警察から委託を受けた団体が青色回転灯・ステッカーを装備して児
童の見守り、地域自主防犯活動を適正に行うもので、今後も富田林の市内
随所に青パト隊が結成されることを期待しています。
現在、青パト隊ボランティア隊員を募集中！また青色防犯パトロール講習
を受けられた方は、どなたでも隊員になれるそうです。
詳しくは、藤沢台７丁目・西尾さん（28-1861）まで

第20回記念展テーマ<なごみ>富田林市文化振興基金事業
　富美展（富田林市美術協会展）
　　　　日本画・洋画・彫刻・書・写真 会員作品／一般公募作品
＜会期＞3月17日（金）～21日（火）10時～18時（最終日は16時）
＜会場＞すばるホール展示室および展示室前壁面
＜お楽しみイヴェント＞
　3月19日（日）14時～落語講演　出演者：森乃石松、紫亭京太郎　場所：銀河の間
　3月20日（祝・月）11時～と13時～口笛演奏　出演者：儀間太久実　場所：展示室
＜主催＞富田林市美術協会
　　　　　後援／富田林市　富田林市教育委員会　(公財)富田林市文化振興事業団
　　　　　協賛／大阪南農業協同組合　富田林商工会

富田林市美術協会展


