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第 14 号
“遊び心で学習ごっこ”がキャッチフレーズ！アクティブシニアが大集合！！
「シニア富田林くすのき塾」は、おおむね60才以上対象の講座やイベントを企画運営してい
るNPO法人です。2001年(H13年)発足。
シニアがいきいき過ごし仲間づくりができる場所と
時間の提供を活動方針に、
自主運営しています。“遊び心で学習ごっこ”がキャッチフレーズ
です。
工芸・美術・文芸・歌謡・舞踊・体操・教養など常時30以上の講座を富田林市内数ヶ所で開
催し、500人を超える会員が学んでいます。会員になると、
どの講座も１回あたり400円で受
講できます（他に入会金1000円と年会費1000円）。学習の成果は毎年9月に開催する
「シニ
アのお祭り」
で発表し、多くの方に観覧していただいています。
また、会員向けに日帰りバスツアーやカラオケお楽しみ会、
クリスマス会などのイベントも
実施しています。今年度はいわゆる
「終活」をテーマにした講座を8月〜12月にかけて全6回
開き、会員以外の方も含め多数受講していただきました。
入会申し込みやお問い合わせは、毎週水曜・午前10時〜12時、すばるホール３階「男女共
同参画交流室ウィズ」
を訪ねるか、加藤さんまでご連絡ください。

NPO 法人 高齢者大学 シニア富田林くすのき塾

TEL ： 090-3039-3064 （加藤さん）

一人一人が地域の宝物！『共助のまち』目指して活動中
あずみなは、子育てしやすい環境作りや地域の繋がり作り、地域社会で活躍できる機会作り
を通して、年齢・性別関係なく、一人一人が地域の宝物として、繋がり、支え、助け合うことの
できる『共助のまち』目指して活動中。
「歳を重ねても安心して暮らせる街だといいな」
「自分にできる事で誰かのお役立てるの？」
そんなあなた♪ あずみなの仲間と一緒に楽しく活動しませんか？
【活動その①】地域の繋がり作り〜異世代間交流会☆
子育て、介護、家族や自身の体調不良や急なアクシデント等、
日々の生活の中で「ちょっと助
けてほしい〜」
ってこと、ありますよね。いざという時、地域の人同士で気軽に声かけあって、
気兼ねなく助けたり助けられたりできたら安心♪
そんな現代版セーフティーネットの仕組みを作るため「フリートークCafe」を定期開催し、地
域の繋がり作り、信頼できる仲間作りを行っています。
【活動その②】子育てしやすい環境作り☆
安心して子育てできるように、マタニティ期〜０歳児〜１．２歳児の年齢別育児サークルを
開いています。
ママと子どものためのトイスペース提供や託児サービスも承っています♪
ぜひご活用ください。

NPO あずみな TEL ： 0721-40-0288 mail : fgcocorobb@ybb.ne.jp
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第11回

開催決定！

場所：エコール・ロゼ

2 21

！

来てね

市民活動わくわく広場 in とんだばやし

サポとん

とっぴー

11:00 〜 17:00

H28年2月21日
（日）エコール・ロゼにて
「ひろとん」
（市民活動わくわく広場inとんだばやし）の開催
が決定しました。様々な市民活動に取り組んでいる団体のみなさんや、町会自治会活動をされて
いるみなさん、
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してみませんか？
ご参加は無料です。詳細は市民公益活動支援センターまで！
ひろとん
第10回ひろとん実行委員会会長・占部さん

参加団体の声
P2へ続く！

第10回ひろとん実行委員会会長を務めました。私は、NPO法人夢の会代表として、毎
年春に、富田林市を流れる「石川」の河川敷において、数百匹の鯉のぼりをあげる活
動を行なっています。ひろとんは活動をたくさん方に知って頂く機会となり、団体同
士の交流、市民活動のPRの場とし大成功でした。
第11回もぜひ私達と一緒にひろとんを盛り上げて行きましょう！

ペース・メソッド研究会
これまで２回「音楽で子どもが育つ」音楽体験ブースとして参加させて頂きました。
ステージでも会場と音楽交流ができました。
色々な楽器にふれて音楽は簡単で楽しい！と多くの方にご紹介できるので、私達にと
ってはとても大切なイベントです。全ての参加団体と交流が持てるのも魅力です。
交流を機会に毎年イベントに呼ばれるようにもなりました。

南河内地域GIS連絡会議
ひろとんにお越しの方ならご存知の、あのGと名の付くデジタル世界地図を、パソコ
ンに触れずに動かすゲームを提供している団体です。ひろとんでは、伊能社中という
デジタル地理教育を推進している若い仲間と一緒に、富田林の子どもたちに地図や航
空写真の楽しさ、ひいては地理の楽しさを伝えられたらと思っています。
まずは子どもも大人も遊びに来てください。

人形劇団 Zooっと
昨年のひろとんでは、人形劇団設立20周年のイベントのアピールをしました。
１ヶ月後開催されたイベントには、ひろとんでお配りしたチラシを持って多くの方々
が中央公民館までやって来てくれました。「ちゃんとちらしとっといてくれたんやな
あ！」ひろとんでの出会いが新しい仲間を増やしてくれたと感激！！
今年は、どんな方と知り合えるか楽しみ楽しみです。
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富田林市元気なまちづくりモデル事業対象事業
みんなつながろう喜志西事業
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(喜志西小学校校区まちづくり協議会）

今年度、新たに５つの事業が富田林市元気なまちづくりモデル事業として採択されました。

そのひとつ、
「みんなつながろう喜志西事業 (喜志西小学校校区まちづくり協議会）
」は、個々の町会ご
とに行われている様々な取組を喜志西小学校校区で実施することを通じて、
より広い地域での絆づくりを目的とする事業で
す。事業実施では、
もてなす側ともてなされる側（お客様の立場）にならない関係をつくり、みんなが主催者として実施してい
きます。今後、平成29年度までの3ヶ年度に渡り、地域住民の方々が地域の課題解決や活性化に向けて自主的に事業実施さ
れます。モデル事業が実施される地域にお住いの方は、積極的に参加してみてはいかがでしょうか？

カルトナージュ教室で人気です。旅行、手作り作品、お孫ちゃんの写真な
どがたっぷり入ります。携帯に便利なコンパクトタイプです。
・日時：1 月 19 日 ( 火 ) 15:30 〜 17:30
・場所：金剛ショッピングモール１階教室
・持ち物 : 表紙に使う布 15cm×18cm ２枚、ハサミ、30cm さし
・参加費：1,500 円（材料費込） ※完成品をお持ち帰りできます。
・問合せ：エンジェルガーデン 21 0721-28-1224

●「NPO あずみな」 メンバー募集中！＆イベントのお知らせ

「喜志西小学校校区まちづくり協議会」は、6つの町会（梅の里南、梅の里2丁目、梅の里3丁目、宮町3丁目、平町1丁目、
平町2丁目）
と喜志西小学校、喜志西幼稚園、梅の里保育園、社会福祉法人で構成された協議会です。
「夏祭りフェスタ」
「ぼっ
ちら教室」
「グランドゴルフ」
「防犯パトロール」
「餅つき大会」
「田植え稲刈り」などを通して、地域や世代を超えて絆を深める
活動を行っています。今年8月に開催された「夏祭りフェスタ」
では、約600人が集まりました。中でも小学生20名によるヒッ
プホップダンスは、
とてもレベルが高くフェスタの目玉となり、子どもからお年寄りまで楽しむことができました。
また今年は「大槌町の復興米」
を、幼稚園、小学生5年生が田植えから稲刈りまでを体験し、美味しいお
米を収穫することができました。
「秋のだんじり祭り」
では、復興米の稲穂を飾り五穀豊穣を願いました。
子ども達には、歴史の意味を知り、震災の体験を身近に感じる機会となりました。だんじり祭りが盛んな
地区であることもあり、結束力も固く青年団の若者達が、地域のイベントを手伝い、世代間交流、世代交代
が上手くいっている地区でもあるようです。住宅街と旧村との繋がりも様々なイベントを通し深まっている
と、代表の田中さんは話して下さいました。
防犯パトロール隊の充実も目指しており、全町会に統一したベストを作成し着用することにより、不審
者、異常者から子ども達を守る強いメッセージになるよう力を入れています。ベストにプリントするロゴマ
ークは小学生から募集しました。今後益々、世代を超え、広い地域での絆づくりが活発になることでしょう。

とんだばやし国際交流協会

ひろとん参

加団体の声

ひろとんに参加させていただき、ありがとうございます。とんだばやし国際交流
協会のことをたくさんの人に知ってもらうことができてよかったです。
そして、いろいろな公益活動団体があることを知りました。参加している団体同
士の交流をしたり、お互いの活動の強みを活かして、よりよいサービスを提供す
ることができたらいいですね。

文化、言葉、料理を通してドイツの魅力を学びましょう。
・日時：12/15( 火 )18 日 ( 金 )22 日 ( 火 )( 全 3 回 )
15：00 〜 16：30
・場所：NPO とんだばやし国際交流協会
・参加費：900 円
・定員：15 名（先着順）
・申込み：12/7 〜 12/14
・問合せ：NPO とんだばやし国際交流協会

「まま＠トーク Cafe☆
子育て〜日常生活のなかで、こんな助けがあったらいいな♪／ vol.３」
●金剛バル★Winter Land
子育て、介護、家族や自身の体調不良や急なアクシデント等、日々の生
イルミネーションは11/28〜12/27まで！
活の中で「ちょっと助けてほしい〜」ってこと、ありますよね。いざと
クリスマス気分を金剛でお楽しみ下さい(^^)/
いう時、地域の人同士で気軽に声かけあって、気兼ねなく助けたり助け
られたりできたら安心です。
点灯式は、
ステージあり、飲食ブースあり、お花プ
まま＠トーク Café は、そのための地域のつながり作り、信頼できる仲間
レゼントありお楽しみイベントが盛りだくさん！
づくりの場です。
≪点灯式≫
子育て中の人、子育てを応援したい人、豊かで安心の地域を創りたい人、 ・日時：11/28（土）15：00〜20：00
自分らしく活き活き輝いていたい人、どなたでも参加大歓迎の地域交流
・場所：金剛中央公園
イベントです。ぜひご参加ください！
・問合せ：金剛にぎわい創出委員会
・日時：12/3（木）10：30 〜 12：00
080-5309-3442
・場所：アロマスペース＆ギャラリー Cocoro
（富田林病院から北へ徒歩 1 分）
・問合せ：あずみな事務局 0721-40-0288 mail : fgcocorobb@ybb.ne.jp
※参加費 100 円〈フリードリンク付き〉
※お子さま連れでも安心・キッズコーナーあり
※希望者の方、ランチ会 (12 時〜 ) にも参加ください〈要実費 / 要申込み〉

●親子でプログラミング体験
小学生を対象に、親子でタブレットを使ったオリジナルゲームの作成を体験します。
簡単なプログラミングを体験することで表現力・想像力を育みます。
・日時：11/15（日）13：00〜14：30 ・場所：NPO法人きんきうぇぶ ・参加費：1300円
・問合せ：NPO法人きんきうぇぶ 0721-29-0019

市民公益活動支援センターからのお知らせ

富田林市少年少女合唱団
「ひろとん」のステージは、たくさんの方々に歌声を聴いて頂ける、大変有り難
い貴重な機会です。市内で活動されている色々な分野の皆さま方からお話を伺え、
また、合唱団の事を知って頂くこともできました。
『地域の文化祭』として団員も家族も、毎年楽しみに参加させて頂いています。
支えて下さっている方々に感謝申し上げます。

●多文化講座
「グーテン ・ ターク ( こんにちは ) ！ドイツ

●布製フォトアルバムをつくってみませんか

情報発信のための「聴く力は伝える力」セミナー

お知らせ

サークルや団体として情報発信をする際、編集から記事を
書くために聴く技術を高めましょう。
日時：12/15（水）19:00〜20：30
参加費：無料
会場：市民公益活動支援センター
定員：20名
講師：伝達工学研究所 楠 喜博氏

！

来てね

富田林市イメージキャラクターとっぴー

今年で11回目を迎える”ひろとん（市民活動わくわく広場 inとんだばやし）”では、日頃
さまざまな市民活動に取り組んでいる団体のみなさんや、町会自治会活動をされているみな
さんの活動を知ることができます。ステージで一緒に踊ったり、写真を撮ったりなど楽しい
ことがいっぱい～～♪ たくさんのお友達ができたよｖｖ
今年もどんなひろとんになるか、今からとっても楽しみでーーーす！

掲載ご希望申込要項

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などの設置がOKです。
「仲間募集！」のチラシもOK！ですよ(^̲-)-☆

☆次号は1月です。1月2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12月20日です。
とっぴー

※市民公益活動支援センターは、
年末年始12月28日〜1月3日まで休みます。

