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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

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。

2023年 
2/19（日）
11：00～16：00

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

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
答え：①
ちなみに、心療内科は、過食やストレス下での頭痛や胃痛といった精
神症状に伴う身体症状を専門とする診療科。神経内科は、メンタルヘ
ルスを取り扱わず、脳などの中枢神経や末梢神経の疾患を専門とする
診療科。

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！

きんきうぇぶチャンネル
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

第18回

市民活動わくわく広場inとんだばやし
場所 エコール・ロゼ

■参加団体

心

のマ
スクをはずそう！
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ろ
と

ん！ 知るとん！ つな
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観光交流施設きらめきファクトリー
マジック・スマイル
ウルプア
南河内ねこの会
一般社団法人富田林市人権協議会
健やかスマイル
南河汽車の旅を歌う会
錦織公園（錦織公園指定管理グループ）
富田林市外国人市民会議
(特活）とんだばやし国際交流協会
NPO 富田林ハートセラピー協会
大阪府民カレッジ富田林校
認知症ケアを推進する会おれんじパートナー
特定非営利活動法人ふらっとスペース金剛
富田林百景
新日本婦人の会冨田林支部
とんだばやし観光会
富田林・ベスレヘム姉妹都市協会
富田林市町総代会
とんだばやし健康市民フォーラム実行委員会

ちいきつくりたい（隊）
(公）アジア協会アジア友の会富田林地区会
大阪大谷大学TeamY.A.O.
富田林市若者会議
NPOかんなびの丘
彼方上７町会まちづくり協議会
LOVEとんだばやし実行委員会
富田林ほっこり会
富田林市献血推進協議会
CoderDojo富田林
NPO法人ゲキトモエンターテイメント
とんだばやし子ども食堂居場所作り運営支援ネットワーク
シリウスウィンドバン卜
寺子屋カフェ花唐草ー花唐草倶楽部
スカーレットフォークダンスクラブ
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
富田林市男女共同参画フォーラム「Be-inひろっぱ」実行委員会
富田林人権擁護委員協議会富田林市地区委員会
富田林市LGBTQコミュニティスペース「にじいろブーケ」

NPO法人シニア冨田林くすのき塾
富田林居合会
アンサンブル・オレンジ
富田林市少年少女合唱団
富田林市社会福祉協議会
かわちながのボランティア・市民活動センター
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
Human Rights Voices～はっぴいクワイヤ
とんだばやしうぇぶ
こいのぼり夢の会
NPOあずみな
ノルディックウォーク・ぴーすまいる
富田林ライオンズクラブ
メンスコア富田林
NPO法人ワーカーズ・コレクティブはんど
スマサポG
ガーデンシティコープ金剛東すみれ会
タブレットバンド・アトム
NPO法人きんきうぇぶ

富田林市の市民公益活動がわかる！見れる！富田林市の市民公益活動がわかる！見れる！

第18回ひろとんHP

富田林市では、「多文化共生推進指針」を策定し、誰もが国籍や民族にかかわ
らず、地域の中でお互いを尊重しながら共に生きていくことのできる、「多文
化共生のまち」の実現をめざしています。
すべての市民にとって、このまちが住みやすくなるにはどうすればいいか、外
国人市民の皆さんと一緒に考えていくため、富田林市が2021年に設置したのが
「外国人市民会議」です。
委員の任期は3年で、第1期は「外国人市民への情報提供のあり方」をテーマに
話し合っているところです。日本の言葉や制度が分からなくて困る場面、日本
と母国の文化やルールのちがいに驚いたこと、それらを解決するためのアイデ
アや役割など、毎回さまざまな意見や提案が出ています。
会議は誰でも傍聴することができ、会議録も公開されています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください！

「多文化共生のまち」の実現をめざして
富田林市外国人市民会議

富田林市ウェブサイト「第1期外国人市民会議」のページ
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/19/54817.html
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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4月です。
4月5月のイベント掲載ご希望は、
支援センターまで！　
〆切は3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。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

気持ちが落ち込む、意欲が出ない、寝られない、イライラするとき
などに受診する診療科はどれ？
①精神科　②心療内科　③神経内科

正解は裏面ページ！

Mira-Ton' ダッシュ 2022（パート 2）

＜デジタルスキルアップ講座＞
2022年12月、「ソーシャルビジネスに必要なデジタルスキルを身につけよう！」を
開催しました。
第 1部は、12月２日、起業・副業に必要な「情報発信」ツールとしてTwitter
や Instagramなどの活用のコツを、第 2部は、12月9日、さまざまなデザイン
が手軽にできるサービス「Canva」の活用方法を学びました。
富田林の未来を担う人材の育成、起業や副業へのキッカケ、ヒントになったのでは
ないでしょうか？
2日間とも、オンラインでの開催でしたが、
多くの方がご自宅等から参加しました。

～ひろとん参加団体の声～
第1８回ひろとん実行委員会会長　田重田さん

「富田林百景」は「富田林のええとこ」を市民のみなさまにご紹介する中央公民
館のクラブです。富田林の豊かな自然、古くからの歴史、多種多様な文化の「え
えとこ」をブログや冊子、パンフレットで発信しています。今年の「ひろとん」
ではいろいろな資料を作って、来場のみなさまに無料で配布します。「富田林に
は、ええとこ、な～もないやん。」と思っておられる方は、ぜひお立ち寄りくだ
さい。

「今年のテーマは「心のマスクをはずそう！ひろとん！知るとん！つながろとん！」
ということで、様々な団体が久しぶりに一堂に会して開催されます。
コロナ禍でもリモートで開催するなど工夫をしながら途絶えることなく開催し、
18回目を迎えられたのも、富田林市の地域力あってのものだと思います。
市民活動のPRの場として「ひろとん」を、みんなで盛り上げていきましょう！
最後に、事務局の皆様、実行委員会メンバー、ご尽力に厚く御礼を申し上げます。
当日は、たくさんの方にお会いできることを楽しみにしています。

富田林百景 代表　林さん

●エコール・ロゼ：2/19（日）10時～16時
　　　　　　　　　3/ 5  （日）10時～16時
●トライアル富田林店：3/8（水）10時～12時、13時～16時30分
●コノミヤ富田林店：3/19（日）10時～12時、13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、
血液製剤の必要量の確保が困難となっております。
400ml 献血にぜひご協力下さい。

●献血は身近なボランティア

ひろとん、3年ぶりの対面開催、心わくわくします。心のマスクをはずし、深呼
吸、新たなスタートです。私たちは、コロナの影響で制限がある中、ZOOMを利
用したりして交流会を継続してきました。昨年４月には、かがりの郷でオープン
した「純喫茶おれんじ」も順調で、若年性認知症ご本人の活動支援ができるまで
になりました。第18回も、認知症ケアについて、多くの世代に広く知ってもらう
機会にしたいと思います。つなげよう、つながろう！

認知症ケアを推進する会・おれんじパートナー 代表　井尻さん

富田林さくら巡り～全行程 9km
エコールロゼ前 → けあぱるの桜 → 藤沢台桜並木 → さくら公園 →津々山台緑道の桜 →廿山集落内 
→錦織公園（河内の里 → 桜木の里・昼食）→滝谷不動駅前 → 滝谷公園の桜 →滝谷公園
■日時：4/2（日）集合：9:30　解散：14:30 予定
■集合場所：エコールロゼ（イオン）前（バス停・中央センター前）
■参加費：300 円　　■定員：先着 25 名
■申込み：3/14 ～ 3/27（10 時～ 17 時）☎090-5366-9670  毛穴（けな）
■ホームページ ⇒https://tonkan584.jimdofree.com/

●富田林まち巡りガイドウォーク「富田林を歩こう！」

●おれんじパートナー交流会
認知症ご本人・家族の方、認知症サポーター、地域で認知症ケアについて理解を深めていきたい方、
その他　どなたでも参加できます。　認知症ケア、解決のヒントに触れてみませんか。
■日時：2/22（水）13 時 30 分～ 15 時
■場所：かがりの郷 講座室 2
■参加費：100 円　　■定員：18 名（申込み不要） 
■問合せ：おれんじパートナー事務局（井尻） ☎ 090-3996-0071 
■ホームページ ⇒ https://orange-partner.jimdofree.com/

●I♡新小校区福祉プロジェクト事業報告会
「I♡新小校区福祉プロジェクト事業」の成果と課題などについての報告会を実施します。
また、桃山学院大学教授の小野達也さんに増進型地域福祉についてお話頂きます。
■日時：2/17（金）19 時～ 21 時
■場所：富田林市立人権文化センター複合施設（若松町 1-9-12） 
■申込み：（一社）富田林市人権協議会　☎0721-24-3700
　ホームページ：https://tjinken.jimdofree.com/


