
クリエイトセンター
喫茶スペースの活用

長らく使用されていなかったクリエイト

センター1階にある喫茶スペースの活用

が始まりました。文化振興課管理の施設

となりますが、登録団体も活用にチャレ

ンジしています。文化振興財団企画のイ

ベントも開催されています。

みなさんも喫茶スペースを活

用して、イベントや講座、日ごろ

の活動を発表してみませんか？

使用方法、申込みについての

詳細はセンター受付までお問

合せください。

※対象はセンター登録団体と

なっております。

①カレーパーティ（茨木ローザス）②自助具café（自助具製作ボランティアグループ「わかば」）③小さな料理人計画振り返り会（子育ち
食育実行委員会）④次回イベントの打合せ（大阪友の会）⑤環境フェアでのくさあそびゼミ、セルフカフェ（市民活動センター）⑥エシ
カるCafe（エシカリズム）

・・・・・・・・・・　他にも情報交換会（みらい食堂”えこんち”）など、活用申し込みが続いています。　・・・・・・・・・・
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イベント・講座について

＜お申込み方法＞
　センターHPから申込み、または、センターまでお電話ください。

センター事業について

ICT相談サロン

　パソコン、スマホの操作について
　LINEをもっと使えるようになりたい！
　Zoomにチャレンジしたい！
　YouTubeに動画をあげるのは大変？
　HPを作ってみたい！

以下の内容についてご相談を承ります。
センターまでお気軽にご連絡ください。

※事前予約制となっております。

イベント情報募集 !

企画しているイベントや講座は
ございませんか？

掲載の条件、お申込み方法については、セン
ター受付または左記QRコードからご確認くだ
さい。

センターHPやFacebook、公式LINEで市民の方へ広報いたし
ます。また、チラシを公共施設に配架いたします。
対象はセンター登録団体となっております。
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お申込みは左記QRコードより。
または、センターまでお電話ください。

申込みフォーム

人を引き付けるチラシの作り方

日時：１月28日（土）14:00～16:00
場所：市民活動センター会議室
内容：チラシを作成するときの注意点
　　  や著作権についてなど
定員：先着15人
費用：300円
講師：宮田なつ子さん
　　  （デザインラボ ユイネット）
※実技はありません。

市民活動を支える
助成金申請のコツ！

日時：1月19日（木）13:00～14:00 
場所：市民活動センター会議室
内容：助成金について情報、申請書の
　　  書き方のコツなど
定員：先着15人
費用：無料
講師：百瀬真友美さん（当センター相談員）
　　  市民協働推進課職員
※個別相談予約あり（30分）

日時：2月8日（水）10:00～12:00 
場所：市民活動センター会議室
内容：事業報告書等の提出書類の説明
　　  と活動計算書について。
    　  事前にお困りごと聴取させていた
　　  だきます。
定員：先着15人
費用：無料
講師：小山真由美さん
　　  （認定NPO法人Gift）

NPO法人会計入門講座

茨木市市民活動センター（アクティブプラザ きずな）

〒567-0888　茨木市駅前四丁目6-16
　　　　　　　　（クリエイトセンター内）
TEL / FAX ： 072-623-8820
HP ： https：//ibaraki-npo.jp/
E-mail : ibaraki-npo@cyber.ocn.ne.jp

【開館日】 火・木・土・日
水・金
月・祝日 及び 年末年始

9：30 ～ 18：00
9：30 ～ 22：00

【閉館日】

茨木市市民活動センター ニュースレター
きずな 第57号

発行 ： 茨木市市民活動センター
　　（指定管理者 / NPO法人いばらき市民活動推進ネット）
発行日 ： 2022月12月特定非営利活動法人

いばらき市民活動推進ネット

ホームページ Facebook YouTube 公式LINE

ニュースレターは
センターホームページに
掲載しています。



へ行こう！大作戦おにクル

2022 年 10 月 16 日 ( 日 )
IBALAB@広場

茨木市立男女共生センター ローズWAM

市民活動センター × おにクル
ご参加いただいたみなさま
ご協力いただいたみなさま
ありがとうございました‼

秋晴れの空の下、IBALAB＠広場と男女共生センターローズWAMにて

「おにクルへ行こう！大作戦」を開催いたしました。
来年（2023年）秋に完成予定の新施設「おにクル」へ向けて、「おにクル」でご

一緒する子育て支援総合センターや中条図書館、文化振興課と協働し、「おに

クルではどんなことができるかな？」を市民活動センターが主催となりプログ

ラムの企画からサポートいたしました。子育て、食育、環境、防災、健康をテー

マにたくさんのプログラムを実施しました。

IBALAB＠広場では、プロフリースタイルフットボーラー「まぢり」によるパフォ

ーマンスや体験会があり、キッチンカーやカフェなどの出店もありました。

今回のイベントでは、約1,000人の方に来場していただきました。

「おにクル」完成まであと１年。各課、
各施設と一緒にドキドキ、ワクワクを
楽しみながら、市民のみなさまに「お
にクルってどんなところ？」「おにクル
ではどんなことができるの？」をお伝
えしていきます。
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青空の下で、絵本を読んだり、絵本を作ったりと読書を楽しみました。
学生ボランティアが作成したひと箱図書館の完成度が素晴らしい！！

学生ボランティアと図書館司書が作った
「ひとはこ図書館」

おにの絵本の読み聞かせ

中条図書館 企画 文化振興課 企画

強い日差しに負けず、みんなで段ボールカホ
ン作り。そして、生演奏、生歌に合わせてみん
なで「パプリカ」を演奏しました。IBALAB＠広
場が楽しい雰囲気に包まれました。

子育て支援総合センター 企画

段ボールカホンづくりWS

キッチンカー
・コープ自然派
・たたらばコーヒー
・56kitchen
・OYAYUBI COFFEE
・寿堂

プロフリースタイルフットボーラー
まぢり

かえっこバザールくるくる

親子防災

茨木出身のまぢりによるパフォー
マンスと体験会。プロの技を目の
当たりにした子どもたちの目が輝
いていました。

ボッチャ体験会

おにクイズラリー

絵本を読んで、絵本に出てくるお菓子を作ってみん
なで食べました。お話に出てくるお菓子が作れて、参
加した子どもたちはとても喜んでくれました。

紙一枚で絵本づくり工作

骨盤ボディメイク子ども将棋体験会 防災脱出ゲーム防災脱出ゲーム

段ボールオーブンづくりWS

小さな料理人計画石けんづくり教室講演会「食物アレルギーと防災」

イベントサポーターのみなさん

菌ちゃん先生講演会
「菌ちゃん野菜作り＆元気人間作り」 映画上映会

読んで作って絵本クッキング



市民活動センターは
7階へ移転します！

正面からの「おにクル」の全体イメージ図。（右側が市役所）
正面には芝生広場が広がっています。

７階のイメージ図。
解放感のあるスペースとなります。

同じ7階にはプラネタリウムも入ります。

　　　　    へ向けて　　　　　　　　   が動き出します！！おにクル 市民活動センター

2023年秋
完成予定

「おにクル」での市民活動センターが
目指すところ

「いばらきひらこか」でつくられたコンセ
プトの実現を目指し、人と人、人と活動、
人とまち、そして、市民活動がさまざまな
人をつなぐ役割を展開し、誰もが訪れた
くなるような『みんなのえんがわ』を目指
します。

『みんなのえんがわ』

「おにクル」への移転に向けて、令和3年度に茨木市内で市民活動をしている
人、これからしたい人が集まり、全7回のワークショップ「いばらきひらこか」が
開催されました。ワークショップでは、新施設のコンセプトや市民活動のあり
方を学び、お互いの活動を体験し合いながら、茨木市における市民活動のコ
ンセプトが「楽しい活動が誰かの人生を豊かにする」となりました。こ
のコンセプトの実現を目指して市民活動をサポートしていくことが市民活動
センターの役割となります。

新施設「おにクル」の市民活動センタ
ーについて、「いばらきひらこか」に
ついての情報は、茨木市役所HPでご
確認いただけます。

楽しい活動が誰かの人生を豊かにする

「おにクル」での市民活動センターの主な設備(一部)

■交流スペース

交流スペースをオープンなスペースにすることにより、

現在、各施設の会議室で行っている講座やイベント、活

動を「見える化」します。活動する人と市民活動に興味

を持つ人が繋がるきっかけ作りをサポートしていきま

す。団体、個人関係なく、誰でも気軽に活動ができるス

ペースとして活用していただけます。

■作業スペース

印刷機、紙折り機、裁断機を設置する予定です。

活動に必要な資料作成やチラシの印刷などにご利用

いただけます。

■コワーキングスペース（有料）

フリーデスク、半個室のパーソナルスペース、数名で打

ち合わせができるミーティングスペースです。活動で使

用する資料作成や事務作業のスペースとしてご利用い

ただけます。また、数名での打合せや作業スペースとし

てもご利用いただけます。目指すは、誰か何かと「つな

がるコワーキング」。

■ロッカー・メールボックス（有料）

活動で使用する道具などの保管場所として、また、郵便

物の受取りができます。活動メンバーの入れ替わりが

多い場合、市民活動センターを郵便物の受取先として

利用できます。

「おにクル」での市民活動センターの設備についての詳

細、利用方法などは決まり次第、お知らせいたします。
みなさんのご意見を
お聞かせください！ 市民活動を行っている団体、これから始めようとされている団

体、市民のみなさんからたくさんのご意見をお聞かせください。

10/21に開催した意見聴取会の様子

バザーができる場所が
どこかないかな・・・

活動に合った
活動場所の

確保が難しい・・・

活動に必要な道具の
保管、活動時の
移動が大変・・・

他団体の意見を聞くことから「一緒に活動が
できそう」「講師としてお願いしたい」という
繋がりが生まれていました。

現在の活動で困っていることはありますか？
活動するにあたり、どのような設備があると活動が広がりま
すか？
他団体との交流は行っていますか？
新施設「おにクル」でやってみたい活動にどんなことがあり
ますか？
市民活動センターがみなさんの活動において、どのような
施設であってほしいですか？　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど・・・

・
・

・
・

・

3　きずな｜2022 冬 きずな｜2022 冬 　4



市民活動スタートアップ
企画

登録団体として市民活動をスタートした団体をご紹介

団体名：エシカリズム

主な活動内容

人にも環境にも動物にも優しい活動（エシカ
ルな活動）を行っています。定期的に環境に
優しいイベントや料理教室、講演会を開催し
ています。エシカルの輪が広がることを目的
としています。地球をまるっとエシカルに！

市民活動センターでは、新規登録していただいた団体の活動をサポートしています。団体の活動目的にあっ
たイベントの事前準備から当日の段取り、運営などをサポートしたり、活動の一歩を踏み出せるよう他団体
を紹介させていただいております。

市民活動センターからのサポート内容

10/16 に開催した「おにクルへ行こう！大作戦」でのプログラムを
担当して頂き、事前準備から当日までをサポート。
　・菌ちゃん先生（吉田俊道氏）講演会
　　　講師との事前打ち合わせから、当日の講師対応。
　　　講演会の司会進行、参加者の当日受付など。
　・映画上映会「いただきます２ ここは発酵の楽園」
　　　映画上映における映像、音響担当者との打合せ。
　　　司会進行、受付など。

子ども影アナ（場内アナウンス）も大活躍！菌ちゃん先生とエシカリズムのスタッフのみなさん 講演会後の物販の様子

エシカリズム代表 渡瀬なな子さんにインタビュー

「おにクルへ行こう！大作戦」を担当した感想をお
聞かせください。
　講師の方との事前打合せからメールの書き方など
初めてのことばかりでとても勉強になりました。映
画試写会では、リハーサルでのプロによる細かな事
前確認がこれほどまでにあるのかと驚きの連続でし
た。たくさんの方に支えていただきながら、当日を
無事終えることができました。今後、エシカリズム
としても映画上映会、講演会を予定しているので学
びの多い時間となりました。

エシカリズムHP

https://ethicarhythm.jimdosite.com/

市民活動センターでは、団体、個人での活動を始める第一歩を

サポートしております。お気軽にご相談ください。

奥田 波奈子さん
絵里奈さん

（カラフル＠トーキョーコーヒー）

これから
活動を始

めたい！
活動を

始めま
した！

個人でこれから活動を始めたい方、
活動を始めた人をご紹介します。

これからのエシカリズムとしての活動の目標はあります
か？
　茨木市にはたくさんの美味しい野菜やお米がありま
す。地産地消を広めていくためにはどのようなことがで
きるのかを考えています。また、エシカルマーケットを
開催することで、人と人、人と物がつながっていくこと
を実感しています。人にも環境にも動物にも優しいイベ
ントなどを開催することで、優しさが人から人へ、そし
て　環境へと繋がっていけるようにしていきたいと思い
ます。

　福岡県で暮らしている時、科学館ボランティアに参
加し、今まで無縁だった科学に出会い、科学の面白さ
を知りました。サイエンスコミュニケーターとして、
仲間と一緒に企画し、来館者向けのプログラムを行う
ことにより、科学の面白さ、伝えることの楽しさを経
験しました。生まれ故郷である茨木市に戻り、科学館
で経験した「科学」の面白さを伝える活動、そして、
一緒に活動する仲間づくりをしたいと思いました。情
報のない中、インターネットで検索していたところ市
民活動センターを知り、「科学」をテーマに活動してい
る団体がないのか、また、個人で活動するにあたり、
専門家を紹介していただきたいと相談へ行きました。

活動を始めたいと思ったきっかけを教えてください。

　市民活動センター登録の２団体の活動に興味を持ち、
連絡をさせていただきました。子どもたちにたくさん
の驚きと気づきを伝える活動をされている団体という
ことで、自分の思いと重なりました。個人で活動する
ことも考えましたが、一緒に活動させていただき、同
じ思いの仲間を増やしていきたいです。何かに夢中に
なれることがある楽しさ、今まで知らなかったことを
知る楽しさなどを子どもたちに伝えながら、そして、
子どもたちがたくさんの大人とつながれる場を作って
いけたらと思います。「おにクル」でも来館者が足を止
めてくれるような企画も考えてみたいです。

これからの活動、やりたいことはありますか？

IBALAB＠広場やその他施
設を利用して、定期的に
活動を行っています。お
となも子どももゆっくり
自由に過ごしています。

　子どもが学校へ行きたくないと言った時、親子でし
んどい思いを経験しました。おとなの表情が子どもへ
大きく影響していることに気がつき、おとなが笑顔で
いられる居場所づくりを考えるようになりました。そ
の時に、トーキョーコーヒーに出会い、茨木でもおと
なが安心して楽しめる場作りをしたいと思ったことが
きっかけです。

個人で活動を始めたきっかけを教えてください。

　子どもが学校へ行かないという選択をしたとき、お
となは悩みに悩みます。子どもや自分、誰かを責める
のではなく、まず、おとなが悩みから解放されること
が大切だと思います。また、同じ思いの活動団体、専
門機関、できれば行政や学校ともつながり、みんなで
教育について対話し、学び合える場を作っていきたい
です。

活動を通して伝えたいこと、これからやってみたいことはあ
りあますか？

colorful_tokyocoffee

福岡市にある科学館ではなぶさ 2や
リュウグウの模型を男の子に見せて
説明する奥田さん。

緊張したぁ～

活動の詳細については
コチラから

トーキョーコーヒーは、世界一やさしい
革命！おとなが安心して楽しめる場です。
現在全国に 196 拠点あります。
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