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第45 号
「ええとこ富田林」のまち巡りガイド、とんだばやしの観光ボランティアです。
とんだばやし観光ボランティア とんだばやし観光会
とんだばやし観光会は地元、富田林の美しい自然、古くからの歴史、またその貴重な文化財を知っていただきたい
との想いで、「ええとこ」富田林をご案内しています。そして今年も、年に数回の「まち巡り」や「自然探勝」を
させていただいております。「ええとこ」富田林をとんだばやし観光会のボランティアガイドとともに歩きません
か。今年もいろんなコースを巡りますので、ぜひご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。また、観
光ボランティアに参加してみませんか？あわせて、「観光ボランティア募集講座」も５月３０日より４回にわたり
開催します。ご興味のおありの方は、ぜひ連絡先までお問い合わせください。
＜今年のまち巡り＞
①６月６日（日）まち巡り「市内 北西コース」
②７月３１日（土）自然環境保全体験 in 奥の谷
③９月２６日（日）まち巡り「喜志〜富田林コース」
④１１月２１日（日）まち巡り「南・東コース」
申込期間等は別途ご案内いたします。または、下記の連絡先まで
お問合せください。
※緊急事態宣言の発出等により日程が変更になる場合があります。

連絡先：とんだばやし観光会
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答えは ①

インフルエンザやコロナウィルスは、約0.1㎛とされています。
②は「VFE」、③は「BFE」
と記されているようです。

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
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！
https://www.facebook.com/sapoton1/

公式
アカウント

ID検索「@ 070ehqtc」
またはQRコードで！

ありがとうございました

第 16 回市民活動わくわく広場 in とんだばやし

の「ZOOMインひろとん」の開催となりました。例年に比べ、少し寂しい状況ではありましたが、無事終了しました。

つながり続けよう！今こそつくる市民の絆
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

市民公益活動支援センター
公式
アカウント
支援センターからのお知ら配信しています。
印刷の予約、ネットワークステーション等の予約
もできます。
ID検索「@ 070ehqtc」

サポとん通信
新聞部メンバー

サポとん通信新聞部募集中！

寺田耕平（花唐草倶楽部）

池川成子（JNWL大阪東支部ぴーすまいる）

安野 壽（はんどくらぶ）

木口文里（NPOあずみな）

井尻志郎（おれんじパートナー） 野田友子（彼方上7町会まちづくり協議会）
楠 喜博（伝達工学研究所）

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）

発行元：富田林市市民公益活動支援センター（NPO 法人きんきうぇぶ）
住 所：富田林市小金台 2 丁目 5 番 10 号（エコールロゼ南側平面駐車場南東沿い）
ＴＥＬ：0721-26-7887
ＦＡＸ：0721-74-5505
ＵＲＬ：www.tondabayashi.org M a i l ：info@tondabayashi.org

サポとん

「第16回市民活動わくわく広場inとんだばやし」は、
コロナ禍ではありますが、5ヵ所でのパネル展示と、オンラインで

電話０９０-３８２９-３７０２（林）

こたえ

終了しました

印刷機の予約が
できます！

ZOOMが時間制限なしで使えます
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。
「オンライン会議って何？」「難しそう」
など疑問質問があるかたは、支援センター
まで。
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コロナに負けない！ともにのり超えましょう！
サポとん通信新聞部編集会議＆交流会

男声合唱団メンズコア富田林

緊急事態宣言下の4月28日（水）サポとん通信新聞部編
集会議＆交流会をZOOMで開催しました。
4月から通常の活動を始めた矢先の緊急事態宣言に戸惑
う団体も多いようです。

男声合唱団メンズコア富田林では、コロナ禍で活動を自
粛する中、HP制作にチャレンジ。
仲間募集！の案内や、活動記録を纏めました。

NPO法人きんきうぇぶ
NPO法人きんきうぇぶでは、認定NPO法人イーパーツ
「第22回複合機およびラベルライター寄贈プログラム」
に申請し、インクジェット複合機を寄贈頂きました。
コロナ禍で、スマホ教室やZOOM教室が増え、印刷物も
増えました。大切に使わせていただきます。

★WEBサイト
https://menscore-ton.jimdofree.com/

富田林ほっこり会
精神障がい者家族会富田林ほっこり会は「赤い羽根共同
募金・新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペー
ンwithコロナ草の根応援助成〜これからの活動・組織づ
くりのために〜」に応募。助成が決定しました。富田林
ほっこり会では月に1度、会報を発行したり、
Facebook、LINE公式アカウントなどを
利用して、情報発信にも積極的に取組
まれています。また、富田林市SDGs
パートナにも登録されました。
★WEBサイト
https://hokkorikai.jimdofree.com/
「富田林 ほっこり会」で検索

子ども宅食「にっこり」
子ども宅食「にっこり」では、「赤い羽根共同募金・
withコロナ 草の根応援助成」「（公社）キリン福祉財団
・キリン地域のちから応援事業」二つの助成が決定しま
した。ひとり親で子育て中の家庭への食材の無料宅配事
業が、高く評価されたそうです。

しっとく ク

イ ズ

正解は 4 ページ！

マスクの性能を測る指標として、
フィルターのろ過効率、
つまりどれだけのものを遮断するかが示されています。
PFE99％カットと示されているマスク。
さて、
このPFEとは、何を遮断することをあらわすもので
しょう？
① 約0.1㎛（マイクロメートル）サイズの細菌を含む粒子
② 約0.1〜５㎛サイズの細菌を含む粒子
③ 約３㎛サイズの細菌を含む粒子
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イ ベ ン トガ イ ド

※新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、延期または中止に
なる可能性があります。

●里山と暮らす応援講座 SDGs 生きもの編
～生物多様性ゆたかな里山の自然環境を、未来へ届けよう～
2021年の「里山と暮らす応援講座」は、“SDGs 生きもの編”です。
森林ESDと森ヨガ、植物、きのこ、昆虫、動物、野鳥などなど、里山の生きものに焦点をあてて、
SDGsを実践的に学びます。
第 1 回 6/13（日）「SDGｓと森の世界／森林 ESD と森ヨガ体験」
第 2 回 7/11（日）「きのこの世界／里山の雑木林は菌活パラダイス！」
第 3 回 7/24（土）「植物の世界／在来種と外来種、生存戦略と草刈りイロハ」
第 4 回 8/8（日）「昆虫の世界／虫目線で見る生態系と水のつながり」
第 5 回 9/23（木祝）「動物の世界／逞しき獣たちの生きる道」
第 6 回 10/17（日）「野鳥の世界／空から観る秋の里山」
●受講料：生きもの編通し 18,000 円 / 1 回 3,500 円 ※全回通し受講の方を優先します。
●時間：集合 9：30 〜 終了 16：30
●場所：河内かぼちゃの家 および周辺の里山（大阪府南河内郡河南町）
（近鉄長野線「富田林」駅よりバス。または自家用車）
●申込み：NPO 法人 里山俱楽部 事務局
TEL ／ 072-333-0309 E-Mail ／ sasayuri@satoyamaclub.org
下記の ①〜⑨を記載の上、「Ｅメール」でお申込みください。
① 氏名（ふりがな） ② 年齢 ③ 性別 ④ 連絡先（電話番号、メールアドレス） ⑤ ご住所
⑥ 受講希望日：全回通し／または各回参加（受講希望日） ⑦ 当日の交通（電車＆バス、自家用車など）
⑧ 講座を知った媒体 ⑨ 応募の動機

●富田林 まち巡り ガイドウォーク～緑豊かな丘陵地に整備されたステキな遊歩道を歩く

●日時：6/6（日）
●集合場所：近鉄・川西駅前 午前 10 時
●参加費：300 円（傷害保険、資料代を含む）
ウオーキングコース（歩行距離 約７㎞）
近鉄・川西駅→錦織神社→明治池公園前→廿山北古墳→津々山台公園
→藤沢台公園→五軒家えびす→ 龍雲寺→ 大阪狭山市駅→解散（午後 1 時 30 分予定）
●申込み：090-5366-9670 毛穴（ケナ） ※電話受付は、5/13（木）〜 5/23（日）10 時〜 18 時

外国人市民会議の委員を募集！

富田林市では、外国人市民にとって住みよいまちづくりを進めるため、外国人市民の意見を市政に反映させること
を目的として「外国人市民会議」を新たに設置しました。第１期委員を次のとおり募集します。
●対象者：市内在住・在学・在勤で18歳以上の外国人市民（外国籍または海外につながりがあること）
●募集人数：７人（書類審査により選考）
●任期：令和３年７月から３年間
●会議テーマ：「外国人市民への情報提供のあり方」
●その他：会議は日本語で行います。通訳が必要な場合は申し出てください。
●申込み：令和3年5月6日(木)〜5月31日(月)に、市人権・市民協働課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、
同課（内線473・〒584-8511 常盤町1の1・kyoudo@city.tondabayashi.lg.jp）へ。ウェブサイトの専用フォームか
らも申込み可。

市民公益活動支援センターからのお知らせ
●町会・自治会でオンラインを活用しよう！

コロナ禍で活動が制限される中、LINEやZOOMを活用するヒントを学びませんか？「公式LINEアカウントは自治会町会で使え
るのか？」「ZOOMで会議を開催したい」など、町会や自治会でどこまで使用できるのか？まずは、体験してみませんか？
●日時：①6/24（木）ZOOM編 ②6/22（火）LINEおさらい編 ③6/29（火）LINE公式アカウントを始めよう編
いずれも16時〜17時30分
●場所：市民公益活動支援センター ●参加費：無料 ●定員：各4名
●持ち物：①パソコンorスマホorタブレット ②スマホ ③パソコンorスマホ
●申込み：電話（0721-26-7887）

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、「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7月です。
7月8月のイベント掲載ご希望は、 支援センターまで！
〆切は6月10日です。

