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「くさあそびゼミ」はどなたでも講師になれる企画です。学んだことを誰かに伝える。そのつながりを大切にしていきます。
ご興味のある方は、次回講座（4月開催予定）の参加、または、市民活動センターまでお問合せください。

日曜日の市民活動センター会議室（クリエイトセンター2階）を
利用して、イベントや講座を開催してみませんか？
現在、日曜日企画を募集中です。みなさんの「やってみたい！」
を応援します。
日曜日企画の詳細、会議室の予約、利用方法については、市民
活動センターまでお問合せください。また、ホームページから
もご確認いただけます。

地球にやさしい
肌にやさしい

せっけんづくり教室

日曜日の市民活動センター会議室。日曜日企画第1弾として、センター

職員が講師となり、石けんづくり教室を開催しました。

SDGsという視点からの石けんづくり。石けんづくりを行うだけでなく、

なぜ石けんが地球や肌にやさいしいのか、石けんや合成洗剤の歴史

から成分についてもお伝えしました。石けんは、参加者の好きな形で

仕上げることができました。また、歯磨き粉も手づくりしました。石けん

も歯磨き粉も安心、安全な材料で、簡単に入手でき、家庭にある材料

で作ることができます。生活に身近な石けんからSDGsを始めることが

できることができます。

今後もバリエーションを変えて、石けんづくりからSDGsについて一緒

に考え、楽しく手づくりできることをセンターより発信してきます！

１/３０（日）『くさあそびゼミ』

SDGs

日曜日の

市民活動
センター

会議室を

覗いてみ
よう！

石けんづくり 歯磨き粉づくり



を活用した登録団体の活動をご紹介！！

楽しく学ぼう！たべもののこと
きちんときほんの食育講座

2022.
1/27（木）・2/15（火）・3/5（土）

NPO法人自然派食育・きちんときほんNPO法人自然派食育・きちんときほん

「チャレンジいばらき補助金」「チャレンジいばらき補助金」

様々な市民活動団体が行う活発な公益活動対して、行政より補助金を
交付し、共に課題解決を図る協働体制を構築し、市民目線に立った地
域社会づくりを促進していくことを目的にしたもの。

チャレンジいばらき補助金とは？

登録団体の活動紹介

卵も乳製品も小麦粉も使わないアレルギー対応のお菓子作り。今回
は米粉のスノーボールとかぼちゃのプリンを作りました。添加物を使
用せずに簡単に作れるので、日ごろ除去食に苦労しているお母さんた
ちも大満足でした。アレルギーあるなしに関わらず、安心なおやつを
子どもたちに作ってあげたいですね。

参加者は魚さばきをほどんどやったことのない初心者ばかりでした。
講師の奥田さんが見事な手際で大きな鯛を3枚におろし、イカをさば
くと感嘆の声があがりました。その後、参加者も鯵の3枚おろしとイカ
のさばきに挑戦しました。みなさん苦戦しましたが、切り身になった魚
では味わえない美味しさに感動！手間はかかっても、自分の目で鮮度
を確かめ、一物全体を利用することの大切さを感じた時間となりまし
た。

講師：井上 恵利子さん（リマクッキングスクール認定インストラクター）

1月 「かんたん！アレルギーがあっても大丈夫なおやつ作り」

講師：奥田 貴子さん（「お魚かたりべ」（水産庁長官任命）で活躍）

2月 「ドキドキ・ワクワク　魚さばきに挑戦しよう！」

「エプロンシアター・紙芝居を楽しもう」
（おにぎりとおみそ汁付き）

3月の講座内容

笑顔つくりはボディメイクで
　　　　　　「運動と姿勢そして嚥下（飲込み）」

2022.
1/29（土）

登録団体
のコラボ講

習会
すこやかイノベーション × 嚥下トレーニング協会すこやかイノベーション × 嚥下トレーニング協会

健康運動指導士 × 言語聴覚士

登録団体「すこやかイノベーション」と「嚥下トレーニング協会」とのコ
ラボ講習会が開催されました。口の持つ機能、嚥下（飲み込み）につい
て確認しながら、素敵な笑顔づくり、笑顔の大切さを確認できる講座で
した。笑顔づくり、飲込む力には全身運動は欠かせないということから
ストレッチのレクチャーもありました。飲み込みについては、毎月1回葦
原多世代交流センターで講座があります。また、2月26日（土）にも笑顔
に留まらない「唾液力」「噛む力」「飲込む力」を全身運動と顔・首や舌
の運動・ストレッチ・マッサージをして高められる「健康・体力づくり講
座」を開催しました。

講師：辻下 恭子さん
　　　（健康運動指導士/保健師、すこやかイノベーション代表）
　　  小林 優子さん
　　　（言語聴覚士、一般社団法人嚥下トレーニング協会理事・認定講師）

えんげ



1/13
（木） チーム力・グループ力

　　　　パワーアップ講座

2/5
（土） 市民活動を支える

　　　助成金申請のコツ！

「イチ」から始める会計講座

団体活動を行う中で発生する共通の
課題について、事例をもとに参加者
が課題点の解決方法について意見
を出し合うという参加型の講座とな
りました。また、講師の河合さんの経
験談からたくさんのアドバイスをい
ただきました。団体活動を運営する
にあたり、理念や規約を共有しておく
ことを基本に、人と人のコミュニケー
ションが何よりも大切であると再認
識できる講座でした。

講師：河合 将生さん
（NPO組織基盤強化コンサルタント、office musubime代表）

2/15
（火）

2/18
（金）

チラシ作り講座

センター事業の紹介 登録団体のみなさんに役立つ講座がたくさん開催されました。
その中のいくつかの講座をご紹介します！

2/15
（火）

講師：村上 義弘さん
（NPO会計支援センター 会計アドバイザー）

講師：百瀬 真友美さん（センター相談員）

講師：奥 七重さん（センター職員）

団体活動を行う上でお金の管理は欠
かせません。NPO法人と任意団体の
会計処理の違いや会計の基礎につ
いて、専門用語をわかりやすく解説し
ていただきました。また、会計処理で
大切となる帳簿の記帳、仕訳の方法
について、演習を行いながらわから
ない点を質問するという形で、「イチ
」から会計について理解を深めること
ができる講座でした。

市民活動向けの助成金、補助金とは
どんなものがあるのか。どんな助成
プログラムに応募すべきなのか。応
募書類を書く時のポイントはどこな
のか。みなさんが助成金申請を行う
際に悩む点について、有効な情報の
探し方から申請書を書く際のコツに
ついて、具体例をあげながら、丁寧
に説明していただきました。市民活
動を行う団体にとって助成金は大切
な活動資金となります。情報を収集
しながら、助成金を上手く活用して
いただきたいです。

イベントや講座を広く宣伝し、たくさ
んの人に参加していただくためにチ
ラシは大切なツールの１つです。今
回は、センター職員3人が講師、サポ
ーターとなり、フリーソフトを使用す
るチラシ作りについて講座を開催し
ました。参加者はノートパソコンを持
参し、実際に作業をしながら、基本操
作やチラシ作りでの大切な点につい
て学びました。参加目的は、団体活動
のためだけでなく、個人事業のため
にと目的は様々でしたが、今後の活
動に役立つ時間となりました。
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市民活動応援
ミニフェスタ

2022.3.20 s
un 11:00-15

:00

イベント・講座のお知らせ（4～5月）

中世城館「方形館」と茨木の「城」
■日時   
■場所 
■講師
■内容

■費用 

：
：
：
：

：

2022/4/30（土）14：00～16：00
福祉文化会館303号室
田中 裕三さん（茨木市文化財愛護会理事）
中世に特徴的な「方形館」をキーワードに
市内の城と地域の変換についてお話します。
300円（定員：先着60人）

子育て相談サロン
■日時   

■場所 
■主催
■内容

■費用 

：

：
：
：

：

2022/4/20（水）、5/25（水）、6/15（水）
10：00～12：00
市民活動センター交流サロン
一般社団法人 子育てサポート・えん
専門家が子育てについて相談に乗ります。
（対面・オンライン・LINE電話同時開催）
無料（予約優先）

市民活動応援フェスタ

■日時   
■場所
■内容  

：
：
：

2022/5/15（日）10：00～17：00
立命館大学OIC Ｂ棟
いばらき×立命館大学DAYとコラボ企画。
Ｂ棟1～3階にて「市民活動とSDGs」をテーマ
に、日ごろの活動を“ひらき”ます。一緒に見た
り、聞いたり、体験して交流を楽しみましょう。

場所：IBALAB@広場（市民会館跡地）
※入場無料（雨天中止）

市内で市民活動されている団体が集まり、日頃の活動を紹介します。
フラダンスやわらべ歌、歌体操、詩吟などの体験コーナーからおもちゃ
作りやエフパズルのワークショップ、バザー、フードコーナーなど、親子
で楽しめるコーナーやブースがたくさんあります。
是非、遊びに来てください！

お問い合わせ、申込みは市民活動センターまで
072-623-8820

センターより
お知らせ

日曜日の市民活動センター会議室を利用し、登
録団体主催のイベントや講座の企画を募集し
ています。対象となる企画、応募手続き、支援内
容など詳細は市民活動センターまでお問合せ
ください。

茨木市市民活動センターで
登録団体企画事業
（ミニチャレンジ）を
してみませんか？

日曜日企画募集中！

茨木の歴史を知
って

次なる茨木へ！


