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サポとん通信
新聞部メンバー

寺田耕平（花唐草倶楽部）
安野 壽（はんどくらぶ）
井尻志郎（おれんじパートナー）
楠 喜博（伝達工学研究所）
谷村孝紘（ふれあいサロン桜）

池川成子（JNWL大阪東支部ぴーすまいる）
木口文里（まちと未来を見つめる・わっちの会）
野田友子（彼方上7町会まちづくり協議会）
寺田美哉子（市民公益活動支援センター）
妹尾美千代（市民公益活動支援センター）

サポとん通信新聞部募集中

サポとん

四天王寺悲田富田林苑は、主に視覚障がいに重度の知的及び身体障がいを併せ持つ盲
重複障がいの方々が生活をされている全国でも数少ない障がい者支援施設です。
事業内容は、施設入所支援（定員50名）、生活介護（定員54名＝入所者50名+通所者
4名）、短期入所（定員4名）相談支援の他、居宅介護、重度訪問介護、移動支援等の
在宅への訪問事業も展開しています。
大半のご利用者は、開設当初より、まるで1つの家族のように和やかに日々過ごされ
ています。
また、日中は、地域から通って来られるご利用者とともに、バラエティに富んだ活動
を行っています。
近年では地域貢献として、あいさつ運動や、どなたでも参加できる勉強会の実施、ク
リーン活動等、様々な活動を行っています。
「ボランティアをしたい！」という方も随時受付していますので、下記連絡先にお気
軽にお問い合わせ下さい。

施設にいても地域(まち)で暮らす

公的連携施設、ネットワークステーションをご活用ください

こたえ : どれも率直な気持ちかもしれませんね。
ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、
妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必
要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマーク
です。このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば
声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

しっとく こたえク イ ズ
サポとん通信は、
市内公共施設の他、施設や店舗様にも、
配架にご協力頂いています。

・PL病院　
・富田林病院
・富田林モータースクール
・菓子工房ＹＡＭＡＯ
・お菓子の夢工房・樹
・ビストロ Be屋n
・寺内町「大正絽漫」
・ステーキレストラン千一夜
・四天王寺悲田富田林苑
・多目的カフェバー花唐草
・富田林イトマンスイミングスクール
・アロマスペース＆ギャラリーCocoro
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さぁ始めよう！SDGｓ　
　市民活動が明日を作る！
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さぁ始めよう！SDGｓ　
　市民活動が明日を作る！

2020年2月16日（日）エコール・ロゼにて「ひろとん」（市民活動わくわく広場inとんだばやし）の開催が
決定しました。様々な市民活動に取り組んでいる団体が、自分たちの活動の成果や課題を発表し、多く
の市民に活動をPRしします。
また「SDGs（エスディージーズ）」についても、市民活動目線で考えるキッカケにしたいと考えています。

第14回の様子

最近、新聞やテレビで話題の「SDGs（エスディージーズ）」
「SDGs」とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発
目標）」の略であり、2015年9月に国連で決められた、世界共通の目
標です。

連絡先：社会福祉法人四天王寺福祉事業団　四天王寺悲田富田林苑
TEL：０７２１－２９－０３２０
HP：「富田林苑」で検索　※ブログも随時更新中！

施設の外観

苑祭りの様子

地域向け勉強会

ID検索「@ 070ehqtc」
またはQRコードで！
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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、「仲間募集！」のチラシなどもOK！です。

掲載ご希望申込要項
☆次号は2月です。
2月３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1月10日です。

①何で困っているかわからないので、
そっとしておく
②何で困っているのか、やさしく声
をかける
③何のマークかも分からないので、
何も思いつかない 正解は 4ページ！

電車の中などで、このマークをつけているひとが、
なにやら困ってそうな感じがします。
さて、あなたならどうしますか？

南河内で活動しているアマチュアアーティスト大集合！みんなで盛り上げる音楽祭です！！
・日時 :12 月 29 日（日） 13 時開場 13 時 30 分開演
・場所 : 多目的カフェ＆バー花唐草 ( 富田林市須賀 2-19-11-2F)
・入場料：￥500(1 ドリンク付き )
・問合せ：090-3050-6482( タマラン鈴木 )、070-4313-6358( 花唐草テラダ )

●タマラン＆花唐草★オムニバス Live vol.6

しっとくク イ ズ

金剛バル★Winter Land 市民公益活動支援センター講座
11月24日（日）、金剛中央公園で、「金剛バル★Winter Land」
が開催されました。楽しいステージやおいしい地元のお店のブ
ースがたくさん並び、賑やかな1日でした。 また、「金剛きらめき
イルミネーション2019」（1月19日まで毎日午後5時～10時)は金
剛ショッピングモールから金剛駅の歩道に、色鮮やかなイルミ
ネーションが飾られています。

11月28日（木）、富田林市役所にて「SDGsをもっと知ろう！ 未来につながるSDGs～ワカモノのアイデア～」を開催しました。大阪
大谷大学人間社会学部教授の岡島克樹さんの講義の後、ゲストトークとして、大阪大谷大学人間社会学部1回生の木本舞さん、市
役所政策推進課の内田朋大さんにもご登壇頂きました。
「SDGsの概要についてわかりやすく知ることができた」「行政や企業の役割は多いが個人の力も大切」「若いお二人のお話で身近
に感じることができた」「未来に向けた行動を考えたい」「市の取組みがよくわかった」「SDGs人間を増やす提案に共感しました」
などといった感想がありました。

「SDGsをもっと知ろう！」講座

11月9日（土）10日（日）、大阪大谷大学志学祭にて、南河内のつ
どい主催、持続可能な開発目標（SDGs）と市民活動紹介の展
示発表をしました。富田林市、大阪狭山市・河内長野市、羽曳
野市の市民公益活動団体および中間支援組織や大阪大谷大
学が連携したイベントは毎年開催しています。

大阪大谷大学志学祭に参加「SDGsと市民活動」

（土）

11月3日（日）4日（祝）、彼方上7町会まちづくり協議会主催「第4
回かかしフェスティバル」が開催されました。2日間で述べ800
名の方が来場され、イベント終了後の期間中も近隣幼稚園、
保育園から200名ほどが見学に。秋空の下、様々な工夫凝らし
た”かかし”が田園に並び、普段は静かな田舎町が賑わいまし
た。

第4回かかしフェスティバル

11月2日（土）、Topic（きらめき創造館）にて、第1回Mira-ton2019を開催しました。
第1回では、参加者が4つのグループにわかれ、グループごとに「富田林のいいとこ・あかんとこ」
を話し合った後、「今の」富田林のキャッチフレーズを考え、発表しました。
第2回目以降は、富田林の「未来を」創造するアイデアを考えていきます。
ご興味のある方は、市民公益活動支援センターまで。
第2回：12/7（土）10:00～ 第3回：1/18（土）10:00～ 第4回：2/8  （土）10:00～ 

未来の富田林をあなたと描く市民会議  Mira-ton2019

11月14日（木）、市民公益活動支援センターにて、「NPO会計セ
ミナー」を開催しました。税理士の中山麻衣子先生による運営
に必要な基本的な知識についての講義と、ソリマチ株式会社
のNPO会計ソフトの体験も行いました。「細かい質問もできよ
かった」「今後NPO法人を立ち上げたとき役立ちそう」などとい
った感想がありました。ぜひ、今後の活動にお役立て下さい。

市民公益活動支援センター講座
Andoroid（アンドロイド）スマートフォンを使い、LINE、地図、防災などに関するアプリの
使い方を学びます。
・日時：12 月 12 日（木）、19（木）18 時 30 分～ 20 時 30 分
・場所： NPO法人きんきうぇぶ（小金台 2-5-10）
・参加費：500 円
・対象者：市内在住 50 歳以上の人
・問合せ：NPO法人きんきうぇぶ　☎ 0721-29-0019

●シニアもスマホを使いこなそう

・縁むすび こども食堂（宮町 オレンジカウンティ Cafe 内）　
　　12 月 22 日（日）絵本やゲームを楽しみましょう。食事後にはクリスマスパンケーキ！
・ほっとスペースとんだばやし（若松町 人権文化センター内）
　　12 月 19 日（木）楽しいダンスでクリスマス～♪
・元気もりもり食堂（常盤町 トピック内）
　　12 月 21 日（土）クリスマスデザートバイキング
・寺小屋カフェ「花唐草」（須賀 多目的カフェ＆バー花唐草内）
　　12 月 20 日（金）ダーツやゲームをしたり、プレゼントもあるよ！
・きずな食堂（小金台 きんきうぇぶ内）
　　12 月 18 日（水）お祭り気分のクリスマス！ビンゴゲームでプレゼントゲット！

富田林市内にある子ども食堂では、様々な工夫を凝らしたクリスマス会を開催します。
楽しいクリスマスを子ども食堂で過ごしませんか？
詳しくは、市民公益活動支援センターまでお問合せ下さい。

子ども食堂～クリスマス会♪

さあ、出番だ‼　シニアの力で富田林を盛り上げよう！
富田林市をはじめ南河内地域の歴史、伝統、文化、福祉などを座学、まち歩きにより総合的に学び、健康で仲間と
共に有意義で楽しい時を過ごしませんか。
・日時：令和２年 4月～令和３年 3月までの１年間
・場所：富田林市市民会館（レインボーホール）ほか　
・対象：５０歳以上の人　　・定員：40 名
・内容：地元の歴史・文化、福祉、音楽、文学、科学、健康、スポーツなど
・問合せ：ＮＰＯ法人大阪府民カレッジ 富田林校ディレクター：090-5241-4434（大畠）
・ホームページ　https://www.osakakumin.org/

●大阪府民カレッジ富田林校　第３期生受講生募集中！

①R2年1/19（日）    ②R2年2/15（土）
場所：富田林市市民会館
時間：13時30分～15時30分

講座説明会

※受講定員が先着順で40名
になり次第、講座説明会も
中止させて頂きます。


