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第 25 号
「郷土の武将・楠木正成」を一緒に学びましょう。
南河内出身の南北時代の武将「楠木正成」のファンづくりを目指し活動している団
体です。
楠木正成は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将です。後醍醐天皇を奉じて
鎌倉幕府打倒に貢献し、忠義を重んじ活躍した千早赤阪村出身のヒーローです。親
しみを込めて「楠公（なんこう）さん」と呼ばれています。
「楠公さんを学ぶ会」では、全国各地にたくさんいるファンを繋ぎ、更に広め、観
光振興を図り、郷土の名将を「日本遺産認定」へと応援をしています。
現在、「楠公さんを忘れないで」著者杉本秀雄氏による講座を月2回開催しています
が、毎回50名ほどの参加があり、楠公さんの人気の凄さがうかがえます。今後もさ
らに”楠公さんの教え”を学び、情報発信を活発に行うことにより、若い世代へ繋げて
いきたいと考えています。今秋には、ゆかりの地や史跡を訪ねるウォーキングイベ
ントを開催する予定です。富田林には楠公さんのゆかりの地がたくさんあります。
ぜひお気軽にご参加下さい。「郷土の武将・楠木正成」を一緒に学びましょう。

サポとん

地域の子どもたちの居場所づくりを目的に、
「子ども食堂」に取り組む団体を紹介します。

楠公さんを学ぶ会 090-2100-7776 （吉田）

寺子屋カフェ花唐草
市民公益活動支援センターからのお知らせ
公的連携施設、ネットワークステーションとして
「富田林イトマンスイミングスクール・わくわくるーむ」
「Topic(きらめき
創造館）」が利用可能です。詳しくは支援センターまで！

富田林イトマンスイミングスクール・
わくわくるーむ

Topic
（富田林市きらめき創造館）

場所：富田林市若松町西2-1732
利用時間：10：00〜13：00（他時間相談可）

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

"縁むすび"こども食堂

◆OPEN：10/15(日)、29(日）
10:00-14:00
＊11月以降はアンケートを参考に決定
「ダーツ体験教室」をはじめ、楽しく遊び、
学べる環境を目指します。
◆場所：須賀2-19-11-2F
◆問合せ先：0721-55-4335

◆OPEN：毎月 第2(土）第4(日)
17:00 〜20:00
素敵な大人たちが集まり 愛育み 子ど
も達を応援していきます。
◆場所：宮町2-7-39・2F
◆問合せ先：0721-70-7142

こども食堂
ほっとスペースとんだばやし

元気もりもり食堂

ほっこり食堂
◆OPEN：毎月2回(土）
12:00〜14:00
午前中は大学生の学習のサポートあり。
「ほっこり食堂」は、ゆったりできてあた
たかいという意味
◆場所：本町12-11(MAPカフェ２階)
◆問合せ先：0721-20-0285

場所：富田林市常磐町16-11
利用時間：9：00〜21：00

◆OPEN：毎週(木）18:00〜
主に新堂小校区の小学生対象。
申込みをすれば一食100円（こども）
で誰
でも参加できます。
◆場所：富田林市立人権文化センター
◆問合せ先：0721-24-3700 (人権協議会)

◆OPEN：月1回（土）18時〜（予定）
勉強、進路、学校のことなど、いろんなお
悩みにもお答えします。みんなが元気に
なりますように！。
◆場所：常盤町16-11
Topicきらめき創造館
◆問合せ先：080-4840-5864(竹内)

╲ボランティア募集／

「子ども食堂」のお手伝いをしてい
ただける方（子ども支援サポータ
ー）
を募集中です。
詳しくは、
市民活動支援センターまで！
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第2回かかしフェスティバルの開催と出展の募集
今年も稲刈りの終わった田畑で「かかしフェスティバル」を開催いたします。断捨
離ブームなので、古着などさっさと手放すことが多いかと思い、告知いたします。
昨年よりユニークでたくさんのかかしが出展されれば大いに盛り上がることで
しょう！

〜みんなで盛り上げよう♪「かかしフェスティバル」〜
・日時：11月4日
（土）5日
（日）9：00〜17：00
・場所：富田林市嬉 石川の河川敷、近鉄汐ノ宮駅徒歩15分くらい
・出展募集期間 10月20日ごろまで、設置場所や日程を調整
・かかしのデザイン 人の大きさ程度、材質・デザインは自由
・連絡先 彼方上７町会まちづくり協議会
メールアドレス ochikatakami@gmail.com
向山（むこやま）090-2040-7614
・Facebook⇒https://www.facebook.com/ochikatakami.machi

大阪大谷大学より社会研究実習〜NPO法人きんきうぇぶ
社会研究実習でお世話になり、本当にたくさんの富田林の魅力を知ることができたと感じます。
きんきうぇぶにはたくさんの富田林の高齢者やボランティア団体や行政の方などが来られます。
どの方も素晴らしい目標などをお持ちに
なられていて実習先に行かせていただいてる間たくさんの話を聞くことができて勉強になりました。ありがとうございました。
人間社会学部3回生 玉巻 京香
8月から9月の中旬までお世話になりました。高齢者の方が気軽に来れる場所を提供する
「居場所づくり」の大切さを学ばせていただきま
した。私は福祉関係の職に就きたいと考えているので、
この実習の経験を将来に活かしていきたいと思います。
ありがとうございました。
人間社会学部3回生 河内 悠乃
今回の実習で学んだことは、富田林市の課題と現代の高齢者の若さです。富田林市の課題は、最近住み始めたばかりで地域の事を知り
たいと思っていたので、会議や子ども食堂の講義などで知れてよかったです。初日は、挨拶くらいで会話はあまりしなかったんですが、徐
々に会話の数も増えていき、
自分でもコミュニケーション力がついたと思いました。今回の経験を今後の人生に活かしていきたいです。
人間社会学部1回生 楠井 宥人
今回実習させていただいたことで、地域の繋がりについて深く理解することができました。
金剛地区を活性化させるための会議にも多く参加させていただき、貴重な体験をすることができました。少しの期間でしたが、ありがと
うございました。
人間社会学部1回生 藤村 直輝
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イ ベ ン トガ イ ド
●居合道演武会
動と静の美をご堪能下さい。正座の部、立膝の部、立ち業の部など剣士が演武を披露します。
また木刀を使った組太刀や、新聞紙切りなども披露。新聞紙切りは実際に体験もしていただきます。

サポとん

・日時：11 月 5 日 ( 日 ) 9：30 〜 10：15
・場所：中央公民館２階ホール
・問合せ：富田林居合会 電話 :090-5369-8574 靏田（つるた）

●つながりカフェ
金剛地区のつどいの場「つながりカフェ」を開催します。金剛地域の住民のつながりを広げようと企画した
カフェです。どなたでも参加できます。歌声喫茶開催。知っ得！安心情報も盛りだくさん！
・日時：10 月 13 日 ( 金 ) 13：30 〜 15：30
・場所：UR 第 2 集会所（久野喜台 2 丁目 120 棟）
・参加費：100 円（お茶代）
・問合せ：けあぱる金剛 電話 :0721-69-6901
・開催：金剛地域つながり応援実行委員会・金剛地区まちづくり会議

●金剛バル★Winter Land
イルミネーションは 11/26 〜 クリスマス気分を金剛でお楽しみ下さい (^^)/
ステージあり、飲食ブースあり、お花プレゼントあり。お楽しみイベントが盛りだくさん！
≪点灯式≫

・日時：11 月 26 日 ( 日 ) 15：00 〜 20：00
・場所：金剛中央講演
・問合せ：金剛にぎわい創出実行委員会
・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
掲載ご希望申込要項

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。

☆次号は10月です。
12月1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11月20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(^̲-)-☆

明治時代に作られた河内の鉄道唱歌
「南河汽車の旅」を合奏
平成29年9月23日
（祝）
「富田林の近代鉄道展」関連イベント”お話と歌で知る、富田林の明
治鉄道”に男声合唱団メンズコア富田林とタブレット合奏チーム・アトムが参加。
「南河汽車の旅」を一緒に合奏しました。

市民公益活動支援センター講座③

基礎から学ぶNPO会計講座

終了しました

平成29年9月28日
（木）
と10月5日
（木）の2日間、ＮＰＯ運営に必要な会計事務の基本的な
知識について、税理士を講師とした講座とNPO会計ソフトを使った実践を学びました。
20名を超える参加がありました。

ひろとん（第 13 回市民活動わくわく広場 in とんだばやし）は、
下記日程で開催の予定です。
詳細は 11 月中旬にお知らせいたします。
奮ってご参加頂下さいネ！
日時：2018 年 2 月 18 日（日）11 時〜 17 時
場所：エコール・ロゼ

