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　茨木市北部の山間の里、 銭原にグリン ・

ビレッジという村を開設しました。

いつも一緒に馬と暮らしたいという思いか

ら3年かかってこの地にご縁を頂きました。

　はじめは自分の夢を追いかけて始めまし

たが、 どうせ馬を飼うなら人の為にもなる

事は何かないかと思い色々勉強したら、

「ホースセラピー」 というものがあること

を知りました。 幼稚園や、 障がい者施設、

高齢者施設など慰問をはじめ今年で 3年

が経ちました。 慰問活動だけにとどまらず

これからはグリン ・ ビレッジという村の中で

ホースパークひだまりは地域の方々や、

就労支援、 引きこもりの方々の心の癒しを

実践していきたいと考えています。 小さな

ボランティア集団ですが少しづつ仲間も集

まり、 地味ですが少しづつみんなの心の

安らぎの里にしていきたいと考えています。

どうぞ皆さんもご縁があったら足をお運び

ください。 きっと馬たちの優しさが心に広

がり元気になります。 こんな活動を皆さん

も応援してヘルプしてください。

ホースパークひだまり
代表世話役　早雲 加津雄さん

登録団体ニュース

▲ミニポニーの小春ちゃん（左）と与那国馬のカズくん（右）

ホースパークひだまりさんが
「グリン ・ ビレッジ」 開設！

〒568-0087　大阪府茨木市銭原 966
090−7101–6880（早雲 ）
kazuohayakumo@gmail.com

お問い合わせ先

●〇抱負と思い●〇

　最初の１頭目のポニーの “小春ちゃん” は、早雲
さんの所に来た頃より市民活動センターのフェスタ
にも参加して、みんなの人気者でした。
　「牧場とサロンを兼ねた場所が欲しい」と当初より
いろいろとお話しは伺っていましたが、このたび
茨木北部の自然豊かな銭原に素晴らしい牧場を開設
されました。
　２頭目の “カズくん” も加わり、地元の皆さんも
大歓迎され今後の活動が楽しみです。
　皆さんも、見山の郷に行かれた時は、ぜひ足を
延ばして牧場に逢いに行ってください。



（２）

事　業　報　告

「茨木の名所旧跡～摂津郡山城～」
　　　　　　　　　　　　　（2019.6.12）

「骨粗しょう症の予防と薬について」
　　　　　　　　　　　　       （2019.6.20）

講師：下村　治男さん（関西旅の会講師） 講師：愛下　秀毅さん（薬学博士）

　茨木市農協機関誌「プリマベーラ」に歴史探訪
を執筆中の下村治男さんに、表題についてお話し
いただきました。“郡山地区” に城があったことは
確かであるが正確な位置は不明であること…など
興味深いお話しでし
た。
　会場は茨木市農協
本店のホールをお借
りし、100 人の参加
がありました。

　近年の医学では “骨粗しょう症” に対する薬も
多く発売されているとのことで、その説明を詳し
くしていただきました。
　また、薬だけでなく、日頃からの食事の注意や
骨を強くする運動を取り入れるなどすることが大
切であると、分かり
やすくお話しいただ
きました。
 

夏休み
子ども講座

（7月～ 8月開催）

子ども写真教室

子どもマジック教室

子ども囲碁1日体験

手づくり絵本教室

子ども陶芸教室

＜講師の皆様＞
●茨木美術協会さん（写真教室）
●中村 信彦さん（陶芸教室）
●Kinder House手づくり絵本の会さん（絵本教室）
●山手台こども囲碁クラブさん（囲碁教室）
●茨木らくらくマジッククラブさん（マジック）

完成！
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「安威川ダムの果たす役割」（2019.6.22）
講師：大阪府都市整備部
　　　　　安威川ダム建設事務所職員

　「安威川ダム」の規模や
工法、水の流れ等につい
て詳しい説明がありまし
た。建設が完了しても
1年間は点検期間として
慎重に対応するとのお話
しでした。効用と問題点など市民の疑問、質問等に
丁寧に答えていただきました。

「茨木市の下水道について知ろう」
　　　　　　　　　　　　　（2019.8.29）

講師：茨木市下水道総務課、施設課職員

　5月の「水道」6月の
「安威川ダム」に続いて
今回は「茨木市の下水道」
について市職員から説明
をいただきました。
　“内部氾濫” “外部氾濫”
など豪雨時における状況の説明と日常で下水道を守
るために各家庭での注意事項などを分かりやすくお
話しいただきました。

　072-672-2851　　akbog306@tcn.zaq.ne.jp
▶代表：吉田　鈴実

　わんにゃんクラブとは
　楽しい・面白い・わくわくすること、させ
ることが大好きな元保育士８人のメンバーで
す。保育所・子育て支援センター・公民館な
どを中心に光と影と音楽を使い影絵の上演を
しています。民話や絵本などいろいろな要素
を加えレパートリーを広げ子ども達だけでな
くいろいろな人に喜んでもらおうと活動して
います。
♥エプロンシアター
♥パネルシアター
♥素話なども活動
　しています。

影絵わんにゃんクラブ

登録団体紹介
いばらき市民大学

「南海トラフ巨大地震
　　　～被害想定と対策について～」

講師：◎大阪府危機管理室防災企画課
　　　　　　　　　　地域支援グループ職員
　　　◎豊田　祐輔さん（立命館大学准教授）

　今後、高い確率で発生
すると言われている「南
海トラフ巨大地震」につ
いて上記のお二人にご講
演をいただきました。
　地震のメカニズムと、
発生時に起こる様々な状況、各自の備えなど具体的
な内容で、100 名を超す参加者は熱心に聞き入って
おられました。

（2019.7.19）

すこやかイノベーション

　定期的に運動教室
を開きストレッチ、
自重トレーニング、
ボール関節ほぐし、
エアロビクスなど
多彩なメニューで
体力・健康づくりを応援しています。
　また広く市内の公共施設や団体に出向いて
年齢問わず体を動かす楽しさを伝えています。

　自分で健康のため運動を楽しむ︕
　仲間と「喜楽」な行事を企画する︕
　どちらも参加を待っています。

antiaging20130802@gmail.com
▶代表：辻下　恭子
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◇次回事業案内◇

講座名 日　時 講　師 内　容

1

2

3

4

5

10 月 11 日（金）
14：00 ～ 15：30

◎場所：市民活動センター会議室
◎電話：072-623-8820

認知症に対する正しい知識と
具体的な接し方を学ぶ。

開発途上国の実状と日本にでき
ること。JICA の役割と活動。　

一等星が入った星座の立体キュ
ーブパズルを作る。

地域福祉のコーディネーターと
しての CSW活動の詳細と課題。

氾濫を繰り返す安威川、茨木川
と住民の戦い、合流までの歴史

茨木の人々と
　　　川との戦いの歴史

認知症サポーター養成講座

牛乳パックで作る
　　　　「星座のパズル」

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW)の活動を知る

アフリカの人たちと私
　　～ JICA の活動から～

10 月 18 日（金）
14：00 ～ 16：00

10 月 19 日（土）
13：00 ～ 15：00

10 月 23 日（水）
14：00 ～ 15：30

10 月 26 日（土）
14：00 ～ 16：00

木村　威英さん
（新屋坐天照御魂神社氏子総代）

辻下　健二さん
　　　　（元 JICA 専門家）

神野　享士さん
　　　　（協議会会長）

デジタルえほんサークル
　　　　「ルピナス」さん

キャラバンメイトさん

※

※2のみクリエイトセンター 204 号室で開催

いばらき市民活動応援フェスタ

　当センター登録団体によるフェスタを開催します！
活動紹介の他、団体同士や市民との交流が主な目的
です。ホールでは、Mr. オクチさんによる大道芸と
SEIYA さんによるマジックショー、キッズダンスを
開催します。
　子どもが楽しめるコーナーや表ではミニポニーとの
触れ合いも。ぜひ親子で遊びに来てください！

◎演芸コーナー（歌体操・オカリナ・新舞踊・マジック等）
◎キッズ広場（手作りおもちゃ・バルーン・紙芝居・折り紙等）
◎食コーナー（肉巻きおにぎり・フランクフルト・クッキー等）
◎手作り作品展（小物・着物リメイク・木工・バッグ・雑貨等）
◎健康コーナー（姿勢チェック・ＡＥＤ・体力測定）
◎バザー　　　（衣類・カバン・小物・雑貨等　※雨天中止）

SEIYA さんSEIYA さん

Mr. オクチさん
Mr. オクチさん

2019.12月 1日（日）
10：00～ 15：30

クリエイトセンター1・2階

開催
日時

場所

芋ほり園の横で、子どもが楽
しめるコーナーを開催します。

★バルーン・的当て・綿菓子・
　ミニポニーとの触れ合い・からあげ・
　手作りおもちゃ・ベビーカステラ・子ども落語

日 時

場 所

10月 20日（日）　10：00～ 15：30
大岩いも掘り園

センターからはダンボール
椅子作りなどで、参加いた
します。
ぜひ遊びに来てください！

日 時

場 所

11月 4日（月・祝）　10：00～ 15：00
桑原ふれあい運動広場

編 集 後 記
ボランティアさん募集！

市民活動センター主催事業のお手伝いをしていただ

ける方を募集しています。 イベントなどを一緒に楽し

みませんか？人と繋がりたい、 子どもと関わりたい

方は一度ご連絡ください。 お待ちしております。

◆お問い合わせ先◆
☎ 072-623-8820　ibaraki-npo@cyber.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　最近、センター外に出かけて「イベント」
　　　　　　　　　　　を開催する機会が増えています。
先日も、イオンモール茨木さんで高校生の「ダンス・カーニバル」
を開催しました。秋には北部でのイベントが２つ待っています。
皆さまもセンター外の催しに是非お出かけください。（奈良平）


