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登録団体の活動紹介
はなみずき会

ダーの指導の下、ハーモニカの練習に励んでいるとこ
ろです。
★連絡先／小松原 尊志 ☎ 090-8480-9473

ハーモニカ を中心に活動
私たちは、元気高齢者が集える「いこいの場」つく
りをテーマに歩み始めたばかりのグループです。
高齢化が進みゆく中、要支援・要介護になるのを遅
らせ、高齢者が楽しく生き生きと日々を過ごせるよう
に支援していこうというのが会の目的です。
現在会員は９名で、ＯＮＣＣ（大阪府北部コミュニ
ティカレッジ）に在籍し、健康と福祉について学んで
いる仲間です。今のところは、デイサービス等の施設
訪問をし、唱歌とハーモニカ演奏を行っていますが、
さらには歌体操や折り紙等も取り入れた活動が出来た
らと、
考えています。全員の演奏能力向上のため、リー
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市民活動センターは、「ボランティア活動をしたい」「どんな市民
活動がありますか？」など、市民活動の様々な相談に日常的に対応
しています。また専門相談員が定期的に来所し、ＮＰＯ法人の設立、
運営、助成金の活用、事業運営など多様な相談に対応しています。

ＮＰＯ法人の運営の実際を
聞いて、 会の法人化を再検討され
た方や、 「設立したいが何もわか
らない」 というところから一歩
ずつ進んで法人になられた方も
おられます。 事業企画や広報の
やり方を見直されて参加者増に
つながったケース、 活動に合う助
成金を見つけてチャレンジされた
ケースなど多様です。
お気軽にご相談ください。
お待ちしています！
相談員

市民活動相談
●毎月第 1 水曜日／ 14：00 ～ 16：00、
●第 3 水曜日／ 14：00 ～ 17：00
＊予約制（1 件につき 1 時間以内）
〔ＮＰＯ法人入門ミニ講座〕
26 年 4 月から、「ＮＰＯ法人入門ミニ講座」も
定期開催します。ＮＰＯ法人や市民活動に関心のあ
る方ならどなたでも参加いただけますのでぜひお越
しください。
4 月 2 日（水）、5 月 7 日（水）、6 月 4 日（水）
いずれも 16：00 ～ 16：４0
以後、毎月第 1 水曜日実施（予約不要）

百瀬真友美さん

夜間開所時の印刷機の使用が可能になります
平成 26 年４月以降、夜間開所時にも作
業室（印刷、紙折り、裁断機等）をご使用
いただけることになりました。
＊料金は昼間と同じです。
＊１ 回の使用で、製版は 20 まで、印刷の
枚数制限は 2000 枚までです。
＊コピー機もご使用できます。
＊なるべく小銭をご用意ください。

編集後記
事業に追われた１年が過ぎ、また新しい年度を迎
えます。年々登録団体は順調に増え、現在 166 団体、
全会員数は９千人を超えています。25 年度にセン
ターへの来所、事業参加者は延べ１万５千人と毎年
右肩上がりの状況です。
私たちの活動センターの姿勢として、活動団体の
受け入れに関して、敷居は低く間口を広くし、子ど
もたちから高齢者まで市民の皆様が繋がれる場所を
目指しています。（Ｎ）
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登録団体交流会―報告
毎年恒例の市民活動センター「登録団体交流会」が
２月８日福祉文化会館 302 号室で開催されました。
当日不参加団体が８団体あったことは残念でした
が、参加団体数 56 団体参加者数 106 人と盛況でし
た。
木本保平茨木市長もご臨席いただき、北逵和雄市民
協働推進課課長のご講演「市民協働の推進」も好評で
した。
各団体の活動報告は、短い持ち時間の中でほぼ参加

団体全てが発表され、中にはユニークな発表もあって
会場は和やかな雰囲気につつまれ、終了後のアンケー
トには「他の団体の活動を知ることが出来て良かった」
というご意見をたくさんいただきました。
今回は会場の机配置をグループ形式にしたり、活動
紹介展示パネルを用意するなど新しい試みをしました
が、加えて来期からは時間配分を工夫し、参加団体間
の交流をもっと深める時間をとれるようにと考えてい
ます。ご参加の皆様有難うございました。

団体のパフォーマンス

木本保平市長

パネル展示

（２）

事業
報告

シンポジウム（12/7）
三島丘陵の歴史的意義
表記のテーマで、高槻市立今城塚古代
歴史資料館の森田克行氏、茨木市市史編
さん室の奥井哲秀氏をお迎えして福祉文
化会館 302 号室にて講演会を開催しま
した。私たちの住む三島地域に多く残る
歴史的遺跡を正しく認識し、理解を深め
る目的での開催でしたが、予定を超える
参加者で、会場は熱気にあふれました。

JR240 円で行く電車の旅（１/18）
チラシを貼付したと同時に参加希望者が殺到し、
40 名の定員をこえ、慌ててもう１講座設定しました
が、それもたちまち満員となり、沢山の方にお断りを
せざるを得ない状況でした。
講座ではＪＰ茨木から滋賀、奈良を経由し大阪駅か
ら茨木市に帰るルートの詳しい乗り換え駅、時刻表な
どが提示され、講座終了後は有志で実際に旅を決行さ
れたということです。

森田克行氏

ボランティア保険の実際について


（2/21）

ボランティア活動中の事故に対して、各市社会
福祉協議会では、登録団体に対してボランティア
保険をかけています。しかしその内容に関して正
確に理解している市民は少なく、今回、大阪府、
茨木市両社協の職員のご協力でその説明を中心に
講座を開催しました。多くの団体が参加され活発
な質問もだされて、有意義な会となりました。

発 達 が 気 になる子の上手な育 て 方

（３/ ８）
センター登録団体である「mama-LINK」さん主
催の講演会を共催という形で開催しました。
講師には福井県子ども療育センター津田明美先生
( 医師 ) にお出でいただきました。広報直後から多
くの市民の申し込みがあり、当日参加者は 90 名、
この問題への関心の高さが窺われました。今後もこ
のテーマでの事業を希望する声が多く、その必要性
を痛感した１日でした。

津田明美先生

大阪府社協、豆村さんと茨木市社協、福永さん

フリーマーケット（２/28）
恒例の開催ですが、今回は会場の都合で平日
の午後２時間だけの開催となりました。出店団
体数は 20、例年参加の関西大学の学生さんも
コーヒー販売で頑張りました。市民の入場は先
回よりはやや少ない感がありましたが、それで
も会場は熱気につつまれ、大いに賑いました。

（３）

高槻市市民公益サポートセンター
設立 10 周年記念式典

▲

パネラーの皆さん

▲

平成 26 年３月８日 ( 土 ) 高槻現代劇場において 10 周年記念式典が開催
され、茨木市市民活動センターにもご招待があり奈良平が出席しました。
濱田剛史高槻市長をはじめ市議会議長、社協会長、国会議員をはじめ多く
の来賓が臨席されました。現在活動サポートセンターの登録団体数は 150
団体、会員数は約１万２千人とのことです。式典にはほぼ全登録団体から代
表者が出席され紹介がありました。
午後の基調講演は、田中弥生さんの「ＮＰＯ新時代～ドラッカーが今の日
本に伝えること」
。その後「若手が切り拓く今の日本に伝えること」をテー
マのシンポジウムでは、現在注目の若手活動家３名の発表があり、有意義な
１日となりました。高槻市の活発な幅ひろい活動の様子は、今後の茨木市の
活動を見直す良い機会になりました。
濱田剛史高槻市長

事業
案内

「認知症サポーター」
養成講座

助成金申請のノウハウを学ぶ
＊日時／４月 12 日（土）、19 日（土）
いずれも 午後２時～４時
＊講師／西塙 美子さん
＊場所／市民活動センター会議室
市民活動に資金は必要です。資金調達の
１つの手段として「助成金」を活用する方
法があります。今回は２回開催し、申請方
法と効果的なプレゼンテーションの在り方
を学びます。（定員 40 名）

＊日時／４月 17 日（木）
午後２時～４時
＊講師／茨木市保健医療課キャラバンメイト
＊場所／福祉文化会館 302 号室
認知症を正しく理解し、症状のある人への
接し方等を学びます。多くの市民の皆様の参
加を期待しております。（定員 100 名）

親子「万華鏡」教室
正しい自転車の乗り方
＊日時／５月 16 日（金）午後１時～４時
＊講師／茨木警察署 、藤本 典昭さん
（ＮＰＯ自転車活用推進研究会）
＊場所／ 市民活動センター会議室
 道路交通法の改正に伴う、自転車、歩行者、
自動車の正しい走行を学び、事故防止につなげ
る。
（定員 40 名）

＊日

時／５月 18 日（日）、25 日（日）
午後１時～４時
＊講 師／高大同窓会伝承玩具研究会
＊対 象／ 小学校３年生以上の親子 15 組
＊材料費／ 500 円
＊場 所／市民活動センター会議室
万華鏡は、夢のような色彩が魅力的です。
同じ材料で作っても１人ひとり違います。世
界で１つのご自身の作品を作ってください。

子どもロボット教室
＊日 時／５月 24 日（土）午前 10 時～ 12 時
＊講 師／大野 一廣さん（子どもロボット教室）
＊場 所／市民活動センター会議室
＊材料費／ 500 円
＊定 員／ 15 名
 モーター等で動くおもちゃを子どもたち自身が
作ります。

