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第 号

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

公式
アカウント

印刷予約も
可能です！

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
・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Cocoro

＜答え＞②
ひし形マークの道路標示は「前方に横断歩道ま
たは自転車横断帯あり」を意味します。この標
示が見えたら歩行者がいるか注意しましょう。

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！

想いを形にする持続可能な

ビジネスの作り方

申し込みはこちらからも！

富田林市役所401会議室会 場

富田林市市民公益活動支援センター申込・問合せ

0721-26-7887

事例から学ぶ、
　ソーシャルビジネスで起業・副業！

組織形態から考えるお金の話
   ～会計と税金を知っておこう！

プチ起業、副業にトライ！
あなたのアイデアをビジネスにデザインしよう

第1部

第2部

第3部

ソーシャルビジネス歴1年～15年の起業家たちでトークセッションを行います。またと無い現状を知るチャンス！

あったらいいな！を実現するには？
趣味でアイデアで副業をはじめるには？そんな夢を実現するヒントを起業の専門家が伝授します。

NPO法人、一般社団法人、株式会社、任意団体、起業形態はいろいろあるけれど、
どこがどう違う？税理士の先生から違いを詳しく学びます。

平 由貴美
一般社団法人泉大津・発達支援勉強会Lien代表

＜スピーカー＞

中西雅幸
NPO法人コミュニティリンク代表理事

＜コーディネーター＞

田重田勝一郎
NPO法人志塾フリースクールラシーナ理事長

佐々木さやか
はる社会福祉士事務所代表
／医療法人福愛会いんべ診療所相談員

富田林市市民公益活動支援センター
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/ https://www.tondabayashi.org/

富 田 林 市

第1部は会場のみ
第2部第3部は会場＆オンライン

パート１

ダッシュ2022

中山麻衣子
なかやま会計税理士事務所 forNPO 代表、税理士、准認定ファンドレイザー

大西眞由美　
(一社)ビジネスモデルイノベーション協会認定
コンサルタント、中小企業診断士

10月24日（月）

11月15日（火）

11月7日（月）

18時30分～20時

18時30分～20時

18時30分～20時

パ
ー
ト
２
︑近
日
公
開
！

お
楽
し
み
に
！

＜ウィルの利用目的＞障がいのある学齢期の子どもたちの権利を守り、健やかな成長や生きる力を育み、放課後や学校休校日
の生活を充実していく事をめざします。
＜ウィルの目標＞①子どもたちの社会参加に向けて自立のお手伝いをします。
②子ども1人ひとりに応じた発達支援を行います。　
③子どもの健康安全を守ります。
④保護者の相談や支援を行います。
＜ウィルの活動内容＞・個別学習・パソコン学習
・創作活動・運動活動・音楽活動・レクリエーション活動
・就労、自立に向けた取組み・セミナー
・インターン実習（就労体験など）

一般社団法人大阪青少年支援機構ポラリス

■放課後等デイサービス　ウィル

＜I’llの利用目的＞それぞれの目標に合わせて利用できます。自立を目指して、就労するための訓練場所であり、安心して働
ける場所の提供をします。生活のことや仕事のことなど相談に乗りながらそれぞれの夢や希望を叶えるお手伝いをします。
＜作業内容＞建築家具系部品の組み立て、袋入れ、
ビス打ち、検品などの軽作業に自分のペースで取り
組んでいただきます。生活リズムを整えて時間に合
わせて通うことや作業に集中したりする練習につながります。
＜施設外支援＞一般企業などに実際に就労実習
＜その他様々な取り組み＞就労支援セミナーやパソコンセミナー、
調理体験や誕生日会、課外活動など様々な取り組みを通して
コミュニケーションや色々なスキルアップが可能です。

■就労継続支援B型事業所　I‘lｌ（アイル）

サポとん

開所日：月から土曜・学校休校日
営業時間：午前9時～午後6時
休日：日曜・祝日・年末年始・夏季休業
活動時間：平日：午後1時～午後5時
　　　  　土曜・学校休校日
　　　　　　：午前10時～午後5時

開所日：月から金曜　　　　　　　
営業時間：午前9時～午後5時
休日：土日・祝日（お盆・年末年始あり）
活動時間：午前10時～午後4時

連絡先：一般社団法人大阪青少年支援機構ポラリス
　　　　☎0721-69-6081　　メール：ill3polaris3@gmail.com
近鉄長野線「川西」駅より徒歩20分 金剛バス「板持」停留所より徒歩3分

※随時見学・体験等行っています。
少しでも気になる方は
まずはお気軽にご連絡下さい。
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お知らせ
ＰＬ病院、富田林病院、富田林モータースクールに、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。
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。〆切は毎月10日。
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12月です。
12月1月のイベント掲載ご希望は、
支援センターまで！　
〆切は11月10日です。

既に多くの登録団体に利用して頂いていますが、富田林市市民公
益活動支援センターでは、市民活動団体が、オンラインで会議等
できるよう「ZOOMプロ」に登録をしています。
時間制限なしで利用できます。詳しくは、支援センターまで。

ZOOMが時間制限なしで使えます

大阪府精神障害者家族会連合会　精神保健福祉講座④
オープンダイアローグってなんだろう
■講師：斎藤 環先生（筑波大学医学医療系社会精神保健学教授）
■日時：11/5（土）14:00 ～ 16:30（13:30 受付）
■場所：すばるホール　■参加費：無料
■問合せ：富田林ほっこり会（佐野）080-3814-6589

■日時： ①11/10（木）②11/17（木）いずれも 10:00 ～ 12:00 　　　　　　　　　　
■場所：富田林市人権文化センター（若松町 1-9-12）　
■講師：田中 千恵子（絵本講師・絵本セラピストⓇ）
■内容： 第 1回「絵本で子育て。わくわく絵と言葉の魔法」 第２回「しあわせになあれ♪大切なあなた」　　　　
■対象：子育て中のパパママ じいばあちゃん、絵本に興味のある人（富田林市在勤在住）
■参加費：無料　　■定員：12 名（先着）
■問合せ：NPO富田林ハートセラピー協会  090-9547-5179

●ほっこり笑顔に♪大人のための絵本セラピー～NPO富田林ハートセラピー協会

高齢者大学シニア富田林くすのき塾
「仲間募集中！」
「遊び心で学習ごっご」をモットーに、くすのき塾では、
シニア世代がいききと過ごせる講座やイベントを、高
齢者自らの手で企画運営しています。お気に入りの教
室を見つけて、ごいっしょに楽しい時間を過ごしませ
んか？
現在「日帰りバスツアー・道頓堀クルーズと繁盛亭」
参加者募集中！です。
11/29（火）9:10 金剛駅、9:30 富田林駅を出発します。
この機会に、私たちの仲間になりませんか？
※10/19 締切り

道路に記されている「ひし形マーク」、どんな意味
があるでしょう？

　① 近くに学校がある
　② 前方に横断歩道等がある
　③ その先に大きな道路がある 

正解は裏面ページ！

詳細はLINE公式アカウントで！→

決定！ 地域で取り組む
「元気なまちづくりモデル事業」

富田林市「元気なまちづくりモデル事業」として、単一町会（自治会）の枠を超え、より広い地域の住民が連
携し絆を深めることで、地域の課題解決や活性化をめざそうとする取り組みが２つの地区で始まりました。

富田林市内で活動する市民公益活動団体を一気に知ることができるパネル展は、9月28日～10月7日まで、
大阪大谷大学志学館にて開催しました。また、人間社会学科１回生対象に、富田林市市民公益活動支援センター
の紹介と4団体の活動紹介をさせて頂きました。

彼方上７町会まちづくり協議会
超一流の田舎町をめざして、人が訪れ、人が触れ合うまちを目指すとともに、
歴史・伝統・伝承を次世代へ伝える役割を果たせるよう事業を起こし推進する。

彼方上地区まちづくり事業

藤沢台小学校区内町内会・自治会連合会議
防災・防犯・要援護者支援などへの関心の高まりを活かし、町会や各種団体の枠を越えた連携を実現する。
また、地域課題全般について地域市民自ら考える機会と場と習慣を創る。

藤沢台小学校区内町内会・自治会連合会議事業

市民活動を
一気に紹介！ とんだばやし市民活動パネル展とんだばやし市民活動パネル展

■日時：10/30（日）14:00 ～ 16:00 ごろ
■場所：エコール・ロゼ周辺道路
■問合せ：RUN伴 2022 富田林市実行委員長（前田）070-3334-7297

●RUN伴（ランとも）全国版２０２２INとんだばやし
「認知症にやさしいまちづくり」をめざして、認知症の人、家族、支援者、地域の人が認知症啓発として、
エコール・ロゼ周辺道路を周回します。RUN伴の Tシャツ（オレンジや白）を見かけたら、応援して
くださいね。当日は、横断幕や Tシャツの飾り付けなども予定しています。

富田林市では令和 4年 10 月 1日
「認知症と伴にあゆむ笑顔のまち条例」
が制定されました。

●富田林まち巡りガイドウォーク「佐備川をさかのぼる」　とんだばやし観光会
自然豊かな佐備川流域をさかのぼって行くウォーキング。川沿いで多くの野鳥に出会えるかも（5㎞）
近鉄富田林駅 南出入口→とんだばやし寺内町→金剛大橋（石川）→佐備川合流点→東板持→第三中学校前
→楠風台→川西大橋→近鉄 川西駅
■日時：11/15（火）集合：9:30　解散：12:00 予定
■集合場所：近鉄富田林駅 南出入口（金剛バス側）
■参加費：300 円　　■定員：先着 25 名
■申込み：10/27 ～ 11/10（10 時～ 18 時）　とんだばやし観光会（毛穴）090-5366-9670  
■ホームページ ⇒https://tonkan584.jimdofree.com/

けな

■問合せ：くすのき塾（山口）0721-23-3610
■ホームページ ⇒
https://npoksnk.jimdofree.com/.com/


