
市 民 公 益 活 動 の 新 た な 出 発 
～ 被 災 地 支 援 か ら の 気 づ き を 活 か す ～ 

 第 7 回ひろとん（市民活動わくわく広場 in

とんだばやし）の開催が決まりました。 

 今年度は新しい支援センターで開催するはじ

めての「ひろとん」になります。そこで、テー

マを「市民公益活動の新たな出発～被災地支援

からの気づきを活かす～」とし、これまでのひ

ろとんをさらにパワーアップして開催しますの

でご紹介します。 

 開催日は来年の 3 月 24 日（土）となります。

3 月は東日本大震災から 1 年となります。想い

を風化させない、継続的な支援を行うことを目

的に、東日本応援物産展を行います。詳細は未

定ですが、みんなが元気になれるものにしたい

と思っています。 

また、開催場所も変わります。地域密着を体

現するため高辺台小学校の体育館をお借りして

開催します。 

 

ひろとんはこれまでに 6回開催しています。その会場は毎年同じところでした。さて、どこで開催して

いたでしょうか。 

A.中央公民館  B.すばるホール  C.市民会館  D.石川河川敷 

リニューアル第２号（2011 年 12 月発行） 

 

日時：平成 24(2011)年 3月 24 日（土）10:00～16:00 

場所：富田林市立高辺台小学校 体育館 

内容：被災地復興支援物産展 

   市民公益活動フリーマーケット 

   ひろとん発表会（ステージ発表） 

募集：市民公益活動を行っている団体 30団体 

※参加団体には団体 PRの発表(5分程度)あり。 

※詳細は決まり次第、お知らせします。 

昨年度の様子 

ひろとん実行委員会【随時開催】 

 12 月 15 日（木）15:30～17:00 

 金剛公民館 第 1 講座室 

参加団体募集 

 2012 年 1 月 6 日（金）～27 日（金） 

 （持参・郵送・メールで受付けます） 

説明会 

 2012 年 2 月 9 日（木）19:00～ 

 中央公民館 

ひろとん当日 

 2012 年 3 月 24 日（土）10:00～16:00 

 高辺台小学校 体育館 
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C.市民会館 

市民会館の多目的ホールや中ホールなどで開催していました。今年は地域とのつながりを大切にして高

辺台小学校で開催します。 

長橋淳美氏 富田林市市民協働課長 

支援センター委託者。 

１つのテーマについて立場の違う者がそれぞれの想いを語り合う

コーナー。今回のテーマは「協働」。委託者・受託者・商工会・先輩

NPO の面々が、新しくスタートした市民公益活動支援センターの

意義や役割について提言します。 ～「協働」について～ 

 市民公益活動支援センターは、平成 17 年に市

民会館内にオープンしてから 6 年目になり、この

10 月から高辺台で民間委託によってリニューア

ルオープンすることになりました。 
新支援センターには、専門的なノウハウと機動

性を生かしながら、幅広く市民公益活動のネット

ワークを広げ、市民による活気あるまちづくりへ

の貢献が期待されています。もちろん、行政も引

き続き支援センターを支え、市民協働をさらに進

めていきたいと考えています。今後も市民公益活

動支援センターをよろしくお願いいたします。 

10+10 は 20 ですが、10×10 は 100 に

なります。２つの数字を足すのと掛けるのとで

は結果は大きく違ってきます。支援センターで

はこのかけ算ができるような支援を目指して

います。そのためには団体をよく知り、日ごろ

から顔の見える関係が大切です。 

少し前に「事件は会議室で起きてるんじゃな

い。現場で起きてるんだ」というフレーズが流

行しましたが、活動を知ることこそが第 1 歩だ

と思います。多くの団体とお会いできることを

楽しみにしています。 

高橋昌彰 NPO 法人アゴラ代表理事 

支援センター受託者。 

森井巧氏 富田林商工会経営指導員 

 今後、商工会とは様々な面で協力して地域

課題の解決を目指していきます。 

日頃、商工業の方々にお会いしております

と、近年の少子化や高齢化、また度重なる経済

不振の影響による商工業が減退など、個々の組

織では解決できない数々の社会問題に直面し

ます。 

解決方法は、コミュニティビジネス＝地域全

体での取り組み＝「地域力の向上」。 

大きな問題であるからこそ、単体組織が得意

分野を生かし、協力し合い、社会全体を底上す

る体制づくりを、今、我々の未来の為に取り組

む必要があるのではないでしょうか。 

吹曽幸雄氏 宝塚 NPO センター理事 

以前から講師派遣や相談業務等多方面でご

指導をいただいてきました。 

NPO 法人の設立等コミュニティビジネスの

起業に係る申請書類作成の指導・支援並びに法

人設立後の定款変更及び運営相談等について

は、中間支援組織が、相談者に合わせて、親切

で適切な支援を行い、関係者から頼りにされる

そういう組織を目指して取り組むべきです。 

行政との協働については、中間支援組織が実

力をつけ、行政から信頼されることが必要で

す。地域の活性化を促進するためには、中間支

援組織の役割が大きいと考えます。 

社会問題を地域力が救う 中間支援組織の役割 

新支援センター開設によせて たし算からかけ算へ 
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NPO 法人に関わっている方なら一度は「認定

NPO 法人」という言葉を聞いたことがあると思い

ます。特に今年は法律が改正されて認定取得のハー

ドルが低くなったこともあり、耳にする機会も増え

たと思います。認定 NPO 法人制度がどのような制

度で認定取得のメリット・デメリット等のお話はこ

こでは割愛しますが、実際に取得するしないは別と

して、制度についてはさわりだけでもお勉強される

ことをオススメします。（支援センターで来年はじ

めに講座を開催します） 

さて、今号の数字である「４」は大阪府内に主た

る事務所を置く認定 NPO 法人の数(平成 23 年 11 

富田林市 認定 NPO 法人数：0，NPO 法人数：37 / 大阪府 認定 NPO 法人数：4，NPO 法人数：2,881 
（ともに平成 23 年 11 月末現在） 

「富田林に笑いと福の種を播こう」 

富福亭 
 

 「富福亭」は富田林に笑いと福の種を播こうと

2008 年の 7 月に生まれた落語サークルです。中

央公民館で開かれた笑福亭松枝さんの落語教室

（10 回）から発展して誕生しました。 

第１と第３木曜日の７時から、富田林市中央公

民館で笑福亭松五さんの指導を受けてお稽古に励

んでいます。現在会員は１５名。男性９名、女性

６名。学生、専業主婦、勤め人、退職したシニア

と年齢も職業も様々です。 

折々にある発表会とボランティアの出前寄席で

お客様に楽しんでいただけることを目標に活動を

続けています。出前先は地域の集まり、介護施設、

学童保育など依頼があれば 

どこでも、この２年間で富 

田林を中心に約 70 か所に 

笑いを届けることが出来ま 

した。 

月末現在)です。全国で 235 団体の認定 NPO 法人

がある中で大阪はわずか４団体しかありません。東

京に事務所を置く団体が半数以上と圧倒的に多い

ですが、NPO 法人数では東京についで 2 番目に多

い 2,881 団体（内閣府認証を除く）の NPO 法人

があることを考えると少し少ない気がします。 

来年 4 月からはパブリックサポートテスト（認定

NPO 法人になる要件の１つ）が免除になる仮認定

という制度が始まります。この制度を活用すれば認

定取得が容易になります。 

新しい認定 NPO 法人制度は、大阪人を納得させ

ることができるのでしょうか。 

「科学的根拠に基づくアロマセラピー」 

ケア アロマセラピスト ネットワーク 
 

私たちのグループはケアアロマセラピストネッ

トワーク（通称 CAN）と言います。平成 22 年 3

月に任意団体 NPO として発足いたしました。「ケ

アーアロマセラピスト？」聞きなれない言葉だと

思いますが、アロマセラピーでケアー（＝介護や

看護）する事を目的とした団体です。具体的には

「体調不良を感じているけど、特に病気ではない

と診断された。」「病気やけがでの治療は完了した

けど、体調不良がある」といった、現代医療の隙

間で苦しんでおられる方々に対して、心理的面、

身体的面の両側面からエビデンスに基づいたアロ

マセラピーを提供したいと考えて発足いたしまし

た。現在は JR 福知山線脱線事故での後遺症に苦し

まれている方々へのケアアロマセラピーを実施し

ております。今後はもっと身近なところで、ケア

アロマセラピーが提供できる場を作っていきたい

と考えております。 

「富福亭（とんぷくてい）」 

代表者：川瀬 蘆彦 

連絡先：0721-26-2165 

詳しくは⇒ http://tonpukutei.at.webry.info/ 

「ケア アロマセラピスト ネットワーク」 

代表者：梅川 弘子 

連絡先：0721-25-5442 

詳しくは⇒ http://www.c-aroma.com/index.html 
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ネットワークステーションは、支援センター

のように、印刷や打ち合わせができるスペース

です。 

協賛団体紹介 

富田林病院、りそな銀行富田林支店、近鉄の駅

（喜志駅・富田林駅・富田林西口駅・川西駅・

滝谷不動駅）で支援センターのニュースがご覧

いただけます。ありがとうございます。 

今年のB-1グランプリ

は「ひるぜん焼きそば」

がグランプリを獲得し、

盛況の内に閉幕しまし

た。それぞれに郷土愛が

あり、物語がある。それ

が人を引きつけるので

しょうか。 

それにしても経済効

果はすごいなぁ。富田林

でも･･･。 

■募集中■ 本紙「支援センターニュース」の新しい名称

を募集しています。新名称は来年 3 月 24 日に開催する『第

７回ひろとん』で発表後、来年４月発行分より使用します。

締切は１２月２５日必着。 

新名称、名づけ理由、お名前、ご住所、電話番号を支援セ

ンターまで。 

発行 富田林市市民公益活動支援センター（企画/編集 NPO 法人アゴラ） 

〒584-0072 富田林市高辺台一丁目 7-31 

TEL.0721-21-4431 

MAIL. info@activity-agora.org 

URL.  http://www.activity-agora.org/ 
 

開館 月～金 9:00～17:30 
   （延長 ～21:30,要予約） 

休館 土・日・祝、年末年始 

平成 23(2011)年 12 月 1日発行 

支援
センター

金剛消防署

喫茶店 動物病院

高辺台小学校

金剛
公民館

ネットワークステーションによって、利用で

きる内容は異なります。詳しくは下図をご参照

ください。 

市内に 3 ヶ所あります。お近くのネットワー

クステーションをご利用ください。 

利用は予約制となっています。使いたいネッ

トステーション名、日時、用途（印刷、打合せ）

を支援センター（TEL.0721-21-4431）ま

でご連絡ください。空き状況等を確認の上、予

約となります。 

開館日 開館時間 施設概要 印刷 コピー 交流 所在地 施設管理者

第１ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ
月～日曜
(祝日を含

9:00～21:30
4.5帖　定員4名
駐車台数3台

○ ○ ○ 加太1-16-24
(特活)サンキューネッ
ト

第２ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ 月～金曜 9:00～18:00
12帖　定員10名
駐車台数5台

× ○ ○ 若松町1-12-4 美馬ビル４階 さらそうじゅ

第３ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ 月～金曜 17:00～21:30
6帖×2,和室(6畳)定員10～15名
駐車台数2台

× ○ ○ 錦織東2-13-7-109 (特活)陽だまりの里


