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第 18 号
文化を通じて地域の発展に貢献したい
初めまして、「手仕事１０人の会（今は６人やけど。）」です。
この会は今年１月に発足したばかり。南大阪を中心に活動する作家集団です。
一人でできることは限られるけど、１０人集まれば、いろんなことができるね。と、１０
人にこだわってつけた名前なのですが、現在メンバーは、カルトナージュ、布小物、イラ
スト、プリザーブドフラワー、製本、染色の６人。なので、グループの名称には（今は６
人やけど。）と、添えています。この正直で、少し間の抜けた感じが、面白いし、メンバ
ーの人柄までも出ているような気がします。
３月に初めて展示販売会をしました。９月には世界民族音楽祭での出店、１０月には滝谷
駅近くの花唐草で演奏会やカンフー、占いとの４日間のコラボ企画、１１月には、また展
示販売会を予定しています。微力ではありますが、文化を通じて地域の発展に貢献したい
と思っています。７人目募集中。

手仕事１０人の会 （今は６人やけど。）
☎0721-55-4335 Email : mieyon@hanakarakusa.jp

市民公益活動支援センター交流会 を開催します！
現在、富田林市市民公益活動支援センターには約160団体が登録し、様々

サポとん

な分野で活動をしています。
「市民公益活動」
とは、市民が主体的に行う営利
を目的としない社会貢献活動のことですが、
まだまだ地域と繋がっていない
人や団体がいます。市民公益活動支援センターでは、
より一層、”地域の輪”を
広げるための登録団体交流会を企画致しました。NPO・PTA・自治会・行政職
員など、様々な立場の方にご参加頂き、繋がりを広げて行きましょう。

地域住民がいつまでも健康で、いきいきと暮らしていけるよう支援
「健やかスマイル」は、富田林市高齢介護課が行う「介護予防サポーター養成講
座の修了者の会」です。
平成20年度より養成講座が始まり、平成21年度から活動が始まりました。現在会
員23名。
富田林市内の各地域の集会所等で、高齢者に対して、介護予防や健康づくりの大
切さ、そのために必要な運動・口腔・栄養などを伝えています。
地域住民がいつまでも健康で、いきいきと自立した生活を少しでも長く続けられ
るように、さらに、そのことが介護予防につながるように活動しています。
「立ち座りが楽になった」「日常生活で苦痛だったことができるようになった」
など、教室参加者の喜びの声を聴くことも、サポーター活動の励みになります。
今後、ますます、介護予防教室は必要となってきます。ぜひ、介護予防サポータ
ーになって、ともに地域で活動していきませんか。
＜介護予防サポーター養成講座は、市役所高齢介護課にお問い合わせください＞

健やかスマイル ☎0721-25-4589

サポとん通信
新聞部メンバー

■日時：9月9日
（金）15時〜17時
■場所：富田林市市民会館
レインボーホール 竹の間
■参加費：無料
■問合せ：市民公益活動支援センター
（電話：0721-76-7887）
■申込締切：8月20日
（土）申込多数の場合は抽選
※必ずお申込みの上、
ご参加下さい。

市民公益活動支援センター
さらにご利用しやすくなりました！ 平日夜 9 時まで開所！

サポとん通信新聞部募集中

寺田美哉子 妹尾美千代（市民公益活動支援センター ☎ 0721-26-7887）
谷村孝紘（ふれあいサロン桜 ☎ 080-3683-4973）
堀井利子（エンジェルガーデン21 ☎ 0721-28-1224）
池川成子（JNWL大阪東支部ぴーすまいる ☎ 080-3463-4118）
寺田耕平（花唐草倶楽部 ☎0721-55-4335）
木口文里（まちと未来を見つめる・わっちの会 ☎ 0721-40-0288）
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

開所日・時間 月〜金曜日
（祝日は除く）9:00〜21:00
富田林市小金台2-5-10
※地図は裏面

（エコールロゼ南側平面駐車場南東沿い）
とっぴー
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イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン
毎月11日の「イオン・デー」に実施している
「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」
お客さまが受け取った黄色いレシートを地域の地域のボランティア団体名が書かれた専用
ボックスに投函していただくことで、
レシート合計の1％分の品物を各団体に寄贈する取り
組みです。お客さまが応援したいボランティ団体のボックスにレシートを投函することで、お
客さま自身が選んだ団体のサポートが出来るという取組みです。
当日は、活動のPRも兼ねて、
レシートの投函を呼びかける団体も。例えば「NPO法人のーま
らいず」様。南河内を中心に、学生たちが、障がいの有無に関係なく地域の子どもたちと楽し
く過ごせる環境つくりを行っておられます。黄色いレシートの贈呈品で、キャンプ道具や必要
な備品の購入されました。
イオンでは、現在、登録団体を募集中！
詳しくは、イオン金剛東店サービスカウンターまで

富田林市から電動車椅子サッカーを広めたい！
私たちは富田林市を拠点として、大阪府下への電動車椅子サッカー
の普及や競技レベルの向上を目的に活動する、大阪府電動車椅子
サッカー協会です。
「電動車椅子サッカー」
とは、手や足、あごなどを
使って電動車椅子を操作してプレーする
「足を使わないサッカー」
です。重度の身体障害があっても、電動車椅子の操作ができれば、
市民公益活動支援センター講演会 電動車椅子の前
年齢や男女を問わず誰でも参加できる競技です。
にフットガードを取り付けて、直径３２.５センチのボールを巧みに
操り、パスやシュートなど迫力あるプレーを展開します。
現在、全国には３４チームあり、そのうち関西には９チームありま
す。大阪府電動車椅子サッカー協会に登録するチームは２チーム
ですが、富田林市には選手が２人しかいません。今後、
もっと知って
もらうために頑張っていきます。
大阪府電動車椅子サッカー協会では、やってみたいという選手候補
の方やお手伝いしていただけるボランティアスタッフの方、審判員
のになっていただける方を募集しています。興味のある方はご連絡
ください。
★大阪府電動車椅子サッカー協会、練習試合
●日時：9/11（日）開始14：00 終了17:00
●場所：長居障害者スポーツセンター体育館
地下鉄御堂筋線長居駅より徒歩約３分
※登録２チームによる練習試合です。
興味のある方には体験していただくことも可能です。
●問合せ：☎0721-26-7887市民公益活動支援センター
メール：gintoni̲daiki@yahoo.co.jp（さやまだいき）

プロジェクトF！活動開始です
新しく富田林に出現した音楽集団“プロジェクトF ”
アコースティックライブや歌声コンサートなど大盛
況！
！高齢者施設、イベントなどなど御声掛けがあれ
ば、
どこでも演奏しまーーす！
●問合せ：プロジェクトF ☎080-3683-4973

スマホのボランティア講師養成講座第1期生参加者募集！
スマホの使い方＆教え方を学び、地域のボランティアとして活躍してみませんか？
今、最も人気のあるシニア向けスマートフォン教室で、ボランティアとして教えていただけるシニア
（50才以上）の方を
募集します！
申込締切
●開催日
（全8回） 木曜コース9月15日、29日、10月8日、13日、20日、27日、11月10日、17日
9/12（月）
火曜コース9月20日、27日、10月4日、11日、18日、25日、11月1日、8日
●開催時間：いずれも15：30〜17：30
●定員：各クラス10名（応募者多数の場合抽選）
●会場：NPO法人きんきうぇぶ（小金台2-5-10 エコールロゼ駐車場横） ●費用：無料（テキスト料・参加費共に無料です）
※スマホは貸出しますので、お持ちでない方もでも参加できます。但し貸出は10月中旬まで
●お申込み・お問合せ：NPO法人きんきうぇぶ
電話：0721-29-0019 FAX：0721-74-5505 E-Mail：oﬃce@kinkiweb.net
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イ ベ ン トガ イ ド
●くすのき塾第 14 回 「シニアのお祭り」

●Ton 夏フェス！

シニア世代の会員が日頃の学習成果を発表・披露します。歌、踊り、体操、手芸、文
芸などの他、オリジナル娯楽劇も上演。アトラクションには３人組ユニット「びばる
〜ん」がカリンバ、オカリナ、チェロを演奏する楽しいステージがあります。
・日時：9/10（土）9:55 〜 15:30
・場所：すばるホール（小ホール）
・主催：NPO 法人シニア富田林くすのき塾
・対象：どなたでも自由に観覧いただけます。入場無料。申し込み不要
・問合せ：加藤 ☎090-3039-3064

●おれんじパートナー （認知症ケアを推進する会） 発足記念事業
認知症ケア・サポートを考える〜地域でつながり、地域で支えよう〜
認知症についての知識を深め、認知症ご本人と介護家族の心と体のケア、地域のつな
がりを支援する一助になればと、企画しました。
・主催：おれんじパートナー ( 認知症ケアを推進する会 )
・日時：8/21（日）13：00（受付）〜 16：00
・場所：レインボーホール（市民会館）３階
・内容：①講演 13：30 〜 14：30
「認知症ケア・サポートを考える」
講師 ＮＰＯ法人認知症の人とみんなのサポートセンター代表 沖田裕子先生
②相談 13：00 〜 16：00
ほんわかセンター看護職によるタッチパネルでもの忘れチェック
③体験 15：00 〜 16：00
介護（認知症）予防 A 運動 B さするハリ
・定員：５０名抽選（富田林市市民で、認知症ご本人とその家族を優先）
・参加費：すべて無料
・申込方法：FAX(0721-25-4043）
・締切：8/16（火）午後５時まで必着
※記入内容：氏名（ふりがな）
・年齢・住所・日中連絡が取れる電話番号・ＦＡＸ番号・
上記①以外で希望する②、および③A、③B から選択（複数可）・＜認知症ご本人、
介護家族、介護職員、認知症サポーター、地域で認知症の人に対して理解を深めて
いきたい方、その他＞のどれに相当するか（複数可）・沖田先生にお聞きになりた
いこと、相談したいことをご記入ください。
＊記入内容は、事業運営のみで利用し、他の目的での使用や第３者へ提供しません。
＊参加証は送りません。定員を超えて参加できない場合のみご連絡します。
＊希望に添えない場合があります。
・問合せ：おれんじパートナー事務局（９〜１７時）井尻 ☎090(3996)0071

アマチュア音楽の祭典を開催！
熊本物産展同時開催！
地ビールもあるよ〜♪
ゲストは「Rio & Syuga」
今、注目のバイオリニストとピア
ニストのデュオ！
クラシックを基本としたポップス
ＪＡＺＺなども演奏
・日時：8/27（土）14:00 〜 19:00
・場所：レインボーホール中ホール
・入場料：700 円（物産展は無料）
・問合せ：富田林市市民会館
☎0721-25-1117

●今年も開催！金剛バル★WinterLand ～
今年も、南海高野線金剛駅その周辺地域において商業と観光、さらに地域住民が連携し金剛地域のにぎわい創出と
市民のふるさと意識の熟成を図るため「金剛バル★WinterLand」開催します。
ステージ出演者や当日手伝ってくれる実行委員、また出店者を募集中！です。お気軽にお問合せ下さい。
・日時：11/26（土）15:00~20:00 ・場所：金剛中央公園
・問合せ：金剛にぎわい創出実行委員会 ☎080-5309-3442 または 0721-29-8664（こんごう体育整骨院 市川）
・ホームページ⇒http://kongouwinterland.jimdo.com

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。

掲載ご希望申込要項
☆次号は10月です。10月11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9月1日です。

団体案内や講座やセミナーのチラシなどの設置がOKです。
「仲間募集！」のチラシもOK！ですよ(^̲-)-☆
サポとん

