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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）

池川成子（JNWL大阪東支部ぴーすまいる）

木口文里（NPOあずみな）

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！
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サポとん第 16回市民活動わくわく広場 in とんだばやし第 16回市民活動わくわく広場 in とんだばやし

2月21日（日）富田林の市民公益活動団体30団体50名がZOOMで集まり
ました。今は我慢のときだけど、来年こそはみんなで「ひろとんを！」
という想いを共有。富田林市𠮷村市長にもご参加頂き、従来のひろとん
と変わらないくらいの賑やかな「ZOOMインひろとん」となりました。
パネル展示は、市内5ヵ所で4月末まで。ぜひ足を運んで下さいネ。

2月21日(日)～28日(日)
3月1日(月)～3月7日(日)
3月8日(月)～3月14日(日)
3月15日(月)～3月22日(月)
4月1日(木)～4月28日(水)

エコール・ロゼ
きらめきファクトリー
きらめき創造館
富田林市役所１階ロビー
(仮称)金剛地区魅力向上拠点

つながり続けよう！今こそつくる市民の絆つながり続けよう！今こそつくる市民の絆

②菌がついても繁殖しにくい

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
・エメールヘア
・こんごう体育整骨院
・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CocoroID検索「@ 070ehqtc」

またはQRコードで！
公式
アカウント

映画を愛する市民有志が集まり、2016年に設立。毎年秋に「富田林寺内町シネマプラス
映画祭」を開催しています。（昨年はコロナ感染拡大により、残念ながら延期となりま
したが、今年3月6日～21日に開催が決定）
また、2018年からは毎月第４土曜日に「月いちシネマプラス」として、寺内町の蔵シア
ター“じないまちLab.”で毎月上映会をしています。（じないまちラボ　富田林町16-32）

映画館がない富田林。もっと近くに映画を！
富田林寺内町シネマプラス実行委員会

市民活動支援センターチャンネル
お知らせや市民活動団体の紹介しています。
YouTubeで「富田林市市民公益活動支援セン
ター」で検索

https://www.facebook.com/sapoton1/

富田林市市民公益活動支援センター
Facebookページ「いいね」してネ！

今年のテーマ「Art ＆ Music」。重要文化財旧
杉山家住宅や仲村家住宅、浄谷寺などを会場と
して、週末を中心に10作品を上映します。
只今きらめきファクトリーで予約受付中！
（席数を半減し、新型コロナ感染拡大防止対策
を徹底し開催）

第4回富田林寺内町シネマプラス映画祭  
2021年3月６日（土）～3月21日（日）　

★最新情報は公式ページで！
https://www.facebook.com/j.cinemaplus/

公式LINEアカウント
登録も受付中！

とんだばやし観光会
NPO法人大阪府民カレッジ富田林校
富田林精神障がい者家族会ほっこり会
富田林市町総代会
富田林・ベスレヘム姉妹都市協会
南河内ねこの会
富田林市献血推進協議会
南河汽車の旅を歌う会
電話相談ボランティア「すばる」
NPO富田林ハートセラピー協会
ウルプア・アアリイ
富田林居合会
おれんじパートナー
とんだばやし子ども食堂・居場所づくり応援支援ネットワーク
女声合唱金剛アマービレ
健やかスマイル（介護予防サポーターの会）
NPO法人志塾フリースクールラシーナ
富田林寺内町シネマプラス実行委員会

地域活動支援センター「紙ひこうき」
花唐草倶楽部
花の散歩道すみれ会
富田林市社会福祉協議会
NPO法人ふらっとスペース金剛
子ども宅食「にっこり」
NPOあずみな
シリウス ウィンド バンド
(公社）アジア協会・アジア友の会 富田林地区会
NPO法人高齢者大学シニア富田林  くすのき塾
富田林ライオンズクラブ
CoderDojo富田林
LOVEとんだばやし実行委員会
観光交流施設きらめきファクトリー
(特活)とんだばやし国際交流協会
ザッカフェ実行委員会
NPO法人ワーカーズ・コレクティブはんど
ノルディック・ウォークぴーすまいる

いっしょに笑おう！富田林
富田林市少年少女合唱団
タブレットバンド・アトム
富田林の自然を守る会
錦織公園(錦織公園指定管理グループ）
NPO法人ゲキトモエンターテイメント
NPO法人きんきうぇぶ
夢の会
スマボラG
金剛地区まちづくり会議
（一社）富田林市人権協議会
NPO法人のーまらいず
人形劇団Zooっと
邪道折り紙研究所
ちいきつくりたい（隊）
NPO法人学びと育ち南河内ネットワーク

終了しました
終了しました

＜パネル展示＞

＜参加団体＞
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イ ベ ン トガ イ ド

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5月です。
5月6月のイベント掲載ご希望は、 支援センターまで！　
〆切は4月10日です。

SDGsパートナーシップ制度オンライン説明会
2月16日(火)「SDGsパートナーシップ制度オンライン説
明会～市民公益活動団体向け～を開催。
「SDGsパートナーシップ制度」とは、SDGsの推進に向
けて、富田林市内でSDGsの活動や普及啓発に取り組ん
でいる企業・団体等を市独自で「SDGsパートナー」と
して登録し、活動事例の紹介やパートナー間の連携を促
進する制度です。

SDGs達成に向け、積極的に取り組んでまいります。

富田林市では、SDGsの推進に向けて、富田林市内でSDGs
の活動や普及啓発に取り組んでいる企業・団体等を市独自
で「SDGsパートナー」として登録し、活動事例の紹介や
パートナー間の連携を促進する制度があります。

富田林テレビに出演！

ひろとん参加団体の声

1月27日(水)「第16回市民活動わくわく広場inとんだばや
し」の告知に11の参加団体が「富田林テレビ」に出演。
ひろとんのPRの他、コロナ禍での市民公益活動の様子な
どを話しました。

第11回南河内のつどいinZOOM
1月30日(土)第11回南河内のつどいin ZOOM「コロナ禍
と市民公益活動」が開催されました。
大阪大谷大学人間社会学部教授 岡島克樹さんによる
「SDGs基盤型コロナ対策と市民公益活動の役割」講演
のあと、「コロナ禍における市民公益活動について」大
阪狭山市、河内長野市、富田林市、羽曳野市の市民活動
支援センターより発表がありました。

NPO法人COLORS~富田林市SDGsパートナーに！
NPO法人COLORS（富田林・発達障がいを持つ子どもを
育てる保護者の会）が、富田林市SDGｓパートナーに登
録されました。
親の会という立場で、共に支え合え
る場所を目指して、保護者サロンや
ペアレントトレーニングなどを開催
しています。

●毎月第 4土曜日 11:00～13:00 は、カレー食堂の日
　子供 100 円、大人 300 円
●火曜日～土曜日の 10 時～ 14 時まではカフェとしてOPEN
●日替わりカフェオーナー、ボックスショップオーナー募集中！
　　詳細は⇒　https://wakkukongo.jimdofree.com/

●わっく cafe（日替わりオーナーの店）～ OPEN
つながる気持ちが湧いてきて、みんなの思いが沸きあがる、ワクワクするまちづくりを！
金剛のまちに多世代、また金剛の内外の人たち誰もが集える常設拠点（わっくカフェ）をつくり、
その拠点からランチやワークショップなど店主さんのアイデアで新たな発展や変化を生んでいきます。

●トライアル富田林店：3/19（金）午前10時～正午、午後1時～午後4時30分
●エコール・ロゼ：3/21（日）10時～16時
●エコール・ロゼ：4/18（日）10時～16時
■問合せ：富田林市献血推進協議会　☎25-8261　

新型コロナウイルスの影響により、例年に比べて献血者数が減少しております。
特に冬季は血液製剤の必要量の確保が困難になります。
400ｍｌ献血にぜひご協力下さい。

●献血は身近なボランティア

●日時：4/20（火）午前の部：10:30 ～ 12:00（10:15 開場）午後の部：13:00 ～ 14:30（12:40 開場）
　　　    4/24（土）午前の部：10:30 ～ 12:00（10:15 開場）午後の部：13:00 ～ 14:30（12:40 開場） 
●場所：とんだばやし きらめきファクトリー ２F 展示スペース 　　　　　
●ナビゲーター：渡辺 みさ子（ EQ 絵本講師、Joyful Farm 代表、NPO 富田林ハートセラピー協会）
●参加費：各回￥2,000　■定員：各回～ 10 名　＊当日参加可
●申込・問合せ：NPO 富田林ハートセラピー協会  tonheart333@gmail.com
  　　　　　　　   090-9547-5179　ホームページ  https://tonheart.jimdofree.com/

●絵本カフェ　～ 絵本で自分に出会おう ～

正解は 4ページ！

抗菌グッズがいろいろと出ていますが、
「抗菌」とは、どういうメカニズム？
① 菌がついても殺菌作用がある
② 菌がついても繁殖しにくい
③ 菌がつかないようになっている

しっとくク イ ズ

新型コロナの影響で、いつものような対面で市民活動のアピール
は無理、今回のひろとんは、中止かと心は下を向いていたが、実
行委員で会議を重ねていくと、次第に心が上を向いてきた。コロ
ナ禍で様々な団体がインターネットを活用しはじめている。
今回のひろとんは、ZOOMで集まった。さらに、ホームページで
各団体の紹介ページができた。活動団体紹介のパネルは、約2か
月ほど巡回展示。「今やからこそできること、あるやん！」絆や
つながりを応援して頂いた関係者の皆様、感謝。継続は力なり！

第1６回ひろとん実行委員会会長　井尻さん

16回も続いている「ひろとん」だから、この火を消してはならな
い。「コロナ禍だからできないのではなくて、コロナ禍だからで
きることっていっぱいあるはずだ！」「なにかできることはない
のかな？」とみんなで何度もZOOM会議をして決めた合言葉！
「つながり続けよう！今こそつくる市民の絆」。
パネル展示あり「ZOOMインひろとん」あり「富田林テレビ」あ
りで充実した活動ができました。

とんだばやし観光会 林さん

NPO法人きんきうぇぶは、
富田林市SDGsパートナーに登録されました！

井尻さん

林さん


