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” 花のまち富田林市 ” となるのが夢です

ガーデンシティコープ金剛東すみれ会
TEL ： 0721-29-8484( 永松さん )

第10号

2月より「多目的カフェ＆バー花唐草」さんがネットワークステーション
として利用可能です。詳しくは、支援センターまで！

場所：富田林市須賀2-19-11（2階）
利用時間：10：00～14：00（他時間相談可）　収容人数：30名

未
来へ
つながれ!!10年のあゆみ

”ガーデンシティコープすみれ会”は市の遊歩道に四季折々の花を植え、花のまちづくり運動をしているボランテアグループで
す。3月の福寿草・バージニアンストック・クリスマスローズに始まり、4月チューリップ・ラナンキュラスといろいろな一年草、5
月バラ・クレマチス、6月は種類豊富なアジサイとこれから見頃が続きます。場所はエコールロゼの斜め前のマンションの下。
全国花のまちづくりコンクールやNHKBS2ガーデニングコンテストでも3回優秀賞を受賞されています。「花のまちづくり活動
が富田林全域に広がり、”花のまち富田林市”となる
のが夢です」と語るのは代表の永松さん。一生懸命に雑草を引いていると「いつも
ご苦労様です」「きれいですね。いつも楽しませていただいています。ありがとう。」
「お買い物に行くのに花が見たくてわざわざ遠回りして来るんですよ。」と声を掛け
ていただくこともよく あるそうです。ご近所のおつきあいが少ないといわれるこの
頃ですが、知らない人とでも花を通してのコミニュケーションが素晴らしいです。
遊歩道へ是非お散歩に訪れてみて下さい。

ボランティア活動と楽しいサークル活動を通じて会員相互のふれあいを！

NPO 法人ナルク富田林
TEL ： 0721-29-9031( 久保さん )

人生８０年の時代。たっぷりある時間を、あなたはどんなふうに過ごしていますか。
「特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ（ＮＡＬＣ）」は”自立・奉仕・助け
合い”をモットーに、出来るだけ夫婦で参加する画期的なボランティア活動によるＮＰＯ
法人です。平成26年6月現在、全国に129の拠点と約30,000名の会員が活動しています。
　　自立：いつまでも健康で、精神的に自立し、「質の高い」人生を送る。
　　奉仕：ボランティアを生き甲斐にし、社会と人に貢献する。
　　助け合い：会員相互が時間預託制度で助け合い、生活を豊かにする。
社会と人に役立ち、「健康」と「いきがい」を得、支え合えるアクティブシニアが、たくさんい
ます。 あなたも、「生涯現役」を合い言葉に、さあ一緒に活動しませんか？

・(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)

お知らせ

ありがとうございました！ありがとうございました！

第10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
50団体、ステージ発表10団体、講演2団体が参加し、賑やかがな1日となりました。

第
回10

市民活動わくわく広場 in とんだばやし

とっぴー

サポとん通信
新聞部メンバー
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市民公益活動支援センターからのお知らせ

20ブースの作家さん手作り1点ものが沢山揃います。
春休み入学準備に是非とも遊びにいらしてください。　　　　　
・日時：3/28（土）3/29（日）10：00 ～ 18：00
・場所：エコール･ロゼ 1階アトリウム広場
・問合せ：ザッカフェ実行委員会　0721-26-7878（平日10：00 ～ 17：00）

●ザッカフェ vol.11☆春休み手作りフェスティバル

桜が咲き、春爛漫のけあぱるで、心安らぐ音楽を楽しみ、リフレッシュしませんか？
・日時：3/31（火）～ 4/5（日）12：00 ～ 12：45( 開場 11：30)
・場所：けあぱる1階ロビー
・費用：無料
・問合せ：一般財団法人富田林福祉公社　0721-28-8600

●けあぱるロビーコンサート♪

楽しみながらパソコン技術の向上をめざし、知識の共有の場としましょう。
・参加費：1回 400 円 ( 全 6 回 )
・問合せ：とんだばやしうぇぶ 090-2281-9217
【ホームページ作成勉強会】
・日時：4/14､4/28､5/12､5/26､6/9､ 6/23 ( 火 )14：00 ～ 16：00
・場所：金剛公民館予定
【フォトショップエレメンツ勉強会】
・日時：4/3､4/17､5/8､5/22､ 6/5､6/19 ( 金 )13：30 ～ 16：00
・場所：エコール・ロゼ 4階ロゼサロン予定
【フォトショップエレメンツ勉強会】
・日時：4/10､4/24､5/15､5/29､6/12､6/26 ( 金 )14：00 ～ 16：00
・場所：エコール・ロゼ 4階ロゼサロン予定

●とんだばやしうぇぶパソコン勉強会

●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 27 回地域福祉を支援する「わかば基金」
助成金額：1件あたり上限額 100 万円
締切日：2015 年 3月31日
連絡先：（社福）NHK厚生文化事業団
対象：域に根ざした福祉活動をしているグループ

●2015 年度（第 13 回）ドコモ市民活動団体への助成
助成金額：1件あたり上限額 100 万円
締切日：2015 年 4月24日
連絡先：NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド
対象：(1) 子ども分野「子ども分野：「子どもを守る」
をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援する次のような活動
(2) 環境分野：「環境を守る」をテーマに、これからの地球や
地域の環境のためになる次のような活動

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

石川こいのぼり　～NPO法人夢の会～

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）
地域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）

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。
大人と子どもが一緒になって自然と親しめるような魅力的な河川環境をつくり、家族や
仲間と楽しい時間を過ごしていただくことで「きれいな川を守るこころ」や「自然を愛す
る心」を育み、次の世代に自然環境の保全やまちの美化など「確かな環境づくりの橋渡
し」を目的として、平成７年から「NPO法人夢の会」さんが活動されています。
今では全国から鯉のぼりをご寄贈があるそうです。鯉のぼりには、たくさんの「子供た
ちへの思い」が篭っています。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）　

現在、富田林市市民公益活動支援センターには約130団体
が登録し、様々な分野で活動をしています。「市民公益活動」
とは、市民が主体的に行う営利を目的としない社会貢献活動
のことですが、まだまだ地域と繋がっていない人や団体がい
ます。市民公益活動支援センターでは、より一層、”地域の輪”
を広げるための登録団体交流会を企画致しました。NPO・
PTA・自治会・行政職員など、様々な立場の方にご参加頂き、
繋がりを広げて行きましょう。

住民活動災害保障保険

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２７年度分）
平成27年6月1日～平成28年6月1日
（平成27年度分の受付は期間中以外はできません）
■申し込み
4月15日（水）までに、市役所４階 市民協働課まで

■日時：4月28日（火）14時～16時
■場所：市役所904会議室
■参加費：無料
■問合せ：市民公益活動支援センター（電話：0721-76-7887）

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


