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特定非営利活動法人
とよなか市民活動ネット

きずな
ニュースレター編集委員会
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きずな新事務所で活動開始！
とよなか市民活動ネットきずなは、「市民自治の豊かなまち」をめざして、
市民の「きずな」で互いにサポートしあう
“ゆるやかなネットワーク ”を広げ・深めていきます。

〒560-0026
豊中市玉井町2-9-23
鷲埜マンション1階
WILL SPACE

tel&fax: 06-6848-8989
HP: http : //www.kizuna-toyonaka.or.jp/
きずなメール：mail@kizuna-toyonaka.or.jp

いろいろえんぴついろいろえんぴつ
とよなか市民活動ネットきずな　ニュースレター
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メモリアルパークはまだかな？
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2013年4月14日、新事務所のお披露目
会を開きました。いろいろな人が顔を
出してくださって楽しいひと時となり
ました。豊中駅から7-8分の静かな環境
で、「NPO法人であいの郷市民委員会」
のWILL SPACEに同居させていただく
ことになりました。「きずな」のネット
ワークの社会性を「であいの郷」さんの
スタッフや利用者たちに伝えていって
ほしいとの思いを受けて、同居が実現
しました。「民」の自立、自由度を活か
し、温もりのある空間で、これまで培っ
てきた市民のネットワークをより広
げ・深めるための新たな試み
を模索していきます。これか
らもよろしくお願いいたし
ます。

高校野球メモリアルパーク
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ちょっとのぞいてみたい方、
参加したい方など詳しい情報を知りたい方は、
きずなHP、メール、電話でご連絡を！
近日中にfacebookでもご覧いただけます。

わくわくしながら調査研究
“わくわくしながら”調査研究
毎月、時には講師を迎えながら、自由な雰囲
気が持ち味です。新たな研究テーマにも取り
組みます。
★もうひとつの地域社会を構想する研究会
「こんな地域だったらいいのになー」と酒や料
理つまみながら、夢を語り合い、侃々諤々。
★豊中歴史の会
豊中ってこんなところだったのか！住んでると
ころの歴史を知らないことに驚き。
興味津々の豊中の歴史に誘ってくれる。

情報を集め提供します
★「きずな」10周年記念の冊子の作成
★IT関連の充実をはかります。
★市民活動のお役立ち情報やこぼれ話

新しい活動にもチャレンジ
★NPO等市民活動の世界も変わりました。何が
どう変ったのか、市民活動団体の活動の変化、
いろんな試み・努力等、福祉、国際交流・協力、セ
フティ・ネット等々、過去・現在・未来を自由に語
り合う場を創りたい。
★何かが生まれる地域の集いの場としてWILL 
SPACEを活かします。講演会、展示会やバザーな
ど市民活動を活発にする持ち込み企画大歓迎。
（要相談）

市民が自立し、多様で
柔軟性のある地域社会を
実現するために市民の

様々な“絆”＝ネットワークを
創りたい！ 

市民の中にある
いろんな価値観を認め合い
ながら、力を合わせる

「協働」を大切にしながら
市民公益に役立つ
活動を展開したい！

引っ越し済んで一息。
明るくゆったり

しているWILL SPACE

さらなるネットワークの充実
「きずな」は“触媒型”中間支援組織です。市民の諸関係を「つなぐ」を
大切に、多様な協働、実行委員会方式等で引き続き次の事業に参加します。
★豊中の市民文化を支える会・「市民文化祭」実行委員会
★豊中まつり「市民ふれあい広場」実行委員会
★「共同デスク」等で、豊中の各分野の中間支援組織との連携
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「とよなか市民活動ネットきずな」の事業



豊中のＮＰＯ探訪
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◇いつ頃、どのようなきっかけで
活動を始められたのですか？
　蛍池校区福祉委員会の世代間交流を手伝っているう
ちに、山田博治代表が“自分たちも地域のために何かや
ろう”という気持ちが芽生えたのが始まりで、その後、私
たちにも相談があり、2009年7月から活動をスタートさ
せました。今、11人のメンバー（男7人、女4人）が中心に
なってやっています。

◇最大の目標は？
　校区の子どもを中心にした「遊びのイベント」の企画・
実施に係るボランティア活動を展開することです。それ
により子どもから高齢者に至るまで、幅広い交流が図ら
れ、お互いの心が通い合う暖かい地域になっていく、そ
の一助となることを願っています。

◇具体的にはどのような活動を
しているのですか？
　構想から完成まで２年を要して作った「蛍池かるた」
は、私たちの活動の中核をなすものです。子どもたちに
「自分の生まれ育ったこの地域のことをもっと知ってほし
い」という願いがこもっています。この「蛍池かるた」を小
学校や幼稚園、保育所、高齢者施設など多くの皆さんに
活用していただくことで、郷土愛が育まれ、世代を超えて
の地域の絆を強め、蛍池の再発見になればと願ってい
ます。
　かるたを使った活動を中心に紹介しますと、
①世代間交流・昔遊び（毎年 2月に実施）
蛍池小学校2年生を対象に7つの昔遊びをします。かる
た、折り紙、竹とんぼ、コマ回しなどで、今年は子ども約

70人、大人約50人がこの遊びでつ
ながり、大いに盛り上がりました。

②蛍池かるた遊び
蛍池小学校の1年生の総合学習に
組み入れられて、今年は2月13日に
実施され、楽しく遊びながら郷土の
風物詩を学んでいます。

③蛍池  町たんけん
2月23日に、３年生も総合学習で、全員が4グループに
分かれて、かるたに描
かれている場所など
を回りました（例えば
麻田藩陣屋敷跡石
碑、神社、お寺など）。

④その他
ふれあいサロンでは地域の高齢者がかるた遊びをして
楽しみ、子どもたちだけでも自主的にかるた大会をして
遊ぶようになりました。

◇これまでを振り返ってどのような感想を
お持ちですか？
　地域の子どもたちに、この地域の良さを知ってほし
い、という願いをこめて、このかるたづくりを始めました
が、関わった私たちがこの地域の魅力を再発見しまし
た。また活動を通じて沢山の人 と々交流の輪が広がりま
した。そして何よりも子どもたちの方から我々に声かけ
（挨拶など）をしてくれるようになりました。さらに一人ひ
とりの子どもたちの様子（実態）がよく見えるようにな
り、理解できるようになってきました。もし、他の地域で
も、このようなかるた作りをしたいというお声があれば、
私たちの持っているノウハウを提供したいと思っていま
す。

　絵は素朴でわかりやすく親しみやすい。色も美しい！
題材も地域の風物詩や昔なつかしい施設や風景などが
実にうまく織りこまれている。（今も健在な９０歳のけん
玉名人のおばあちゃんも登場など…）"かるた"が地域と
学校を、大人と大人を、大人と子どもをつなぎ、和気あ
いあいとしたぬくもりを醸し出す大きな役割を果たして
いるようです。　　　　　　　　　　　　　　（吉村）

関西テレビの「よーいドン！」で「となりの人間国宝さん」に認

定され、またテレビ朝日の「せのぶら」にもその活動ぶりが取

り上げられた「蛍池・遊びのプロジェクト」の谷川・南山両副代

表にお話しを伺いました。

　 

「蛍池・遊びのプロジェクト」

連絡先：副代表　南山芳一　06-6844-1775
            副代表　谷川正彦　06-6855-3291

産經新聞掲載記事より（2012年２月９日）



わーさんのおすすめ本

▶「いろいろえんぴつ」へのご意見、ご感想をお寄せください
■特定非営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな
〒560-0026　豊中市豊中市玉井町 2-9-23　鷲野マンション１階　WILL SPACE
tel&fax: 06-6848-8989　HP: http : //www.kizuna-toyonaka.or.jp/
きずなメール：mail@kizuna-toyonaka.or.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デザイン：スタジオすいようび
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編集後記

リレーでつなぐ

市民活動
曼荼羅

❽

寺本透さん→ 村西優季さん
　　　　　　　　　 CASA(かーさ)代表

  　　　　週に3回「おかまちコミュニティカフェkitto」にてアジア　

　　　　　のお母さん達が作るエスニック料理を提供するカフェCASAを運
営しています。CASAでは結婚をきっかけに日本に来たアジア人の女性が自分の母

国料理を提供するという「仕事」を持つことで、家庭以外の場所でも活躍し、自信をつけ、
もっと日本社会で活躍できるよう、エンパワメント（＝自信の回復）を目指しています。

この活動に出会ったのは4年前の大学 2年生の頃でした。私自身も父の仕事の関係で10 代
をアメリカで過ごしました。自分の生まれた国を離れ、外国人として暮らすことは簡単なことで
はありませんでした。ですが、色々な方のサポートがあり、アメリカでの学生生活を楽しむこと
ができました。今度は自分の母国で外国人として生活している人の力になれれば・・・と思い、

日本の大学に進学し、社会福祉を専攻しました。
そしてCASAという活動に出会い、大学を卒業して現在も活動を続けています。

岡町の商店街に移ってきて丸1年が経ちました。ありがたいことに商店街や周辺地域
の色んな行事にも屋台を出させていただきました！これからももっとたくさんの方
にアジア人のお母さんたちが作った美味しい料理を食べて欲しいです！

ぜひCASA@おかまちコミュニティカフェkittoに
遊びに来てください！

http://ethnic-cafe-casa.jimdo.com/

「現代日本の政策体系
 ー政策の模倣から創造へ」
飯尾潤
(ちくま新書)
発行：筑摩書房
★★★★☆
　以前、飯尾さん
の｢日本の統治構
造－官僚内閣制から議院内閣制
へ｣(中公新書)を紹介した。本の
副題どおり、その後、政治主導へ
の流れもあったが、人 と々政治の
関係まで及んでいない。今回は、
書名｢政策体系｣どおり、我が国
が抱える社会保障、雇用、都市と
農山漁村の共存、環境・防災政
策など政策分野ごとの方向や問
題、特に利害対立が紹介される。
問題はそこからで、例えば、社会
が崩壊するという危機感が｢教
育を立て直さなければ｣という議
論に結びつくが、教育によって白
紙に近い子供を社会に望ましい
存在に変えていこうとする場合、
大人がしっかりしていないからこ
そ社会問題が生じていることへ
の対処がまず必要であり、その
上で教える中身を大人の間で合
意形成できるか…、政策分野ご
とにある意見の対立に対して民
主的な合意を作るとなると、多く
の関係者に苦しみを与える、つま
り｢民主的参加は、劇薬｣という
現状に対して、政治家に期待さ
れる役割が指摘される。(平尾)

Q＆A：

A．

Q．
　　   以前、市民活動団体の情報発信のための施設にいましたが、そもそもど
　　　ういう団体で何を目的に普段どんな活動をされているのか全く分からな
いまま、いきなりイベントチラシを持ってこられる場合がありました。名刺を出さ
れることは多いですが、団体名と個人のお名前だけではやっぱりわかりにくいで
すよね。
　そこで、団体の「名刺」というようなもの、基礎資料をまず作ってみることをお
勧めします。いわゆる５W２H＝どこで、いつ、だれが、何のために、何を、どのよう
に、いくらで（会費、参加費など）をまとめてください。普段聞かれたら簡単に答え
ていることでも、紙であるのと口で説明しただけというのでは随分違います。
　作り出すと、見た目には写真があったほうがいいかな、熱い思いを伝える言葉
がもっと必要だな、とかいろいろアイデアが出てきます。どの団体にもイラストや

パソコンの達人はいます。レイアウトを工夫すると立派な団体
紹介資料ができますね。
　一度作ると、説明資料として助成金の申請や、プレゼン、会
員募集などに結構役立ちます。イベントチラシにも簡単でいい
ので、何を目指す団体か、紹介があると信頼はぐっと上がりま
す。

NPOはもっと広報力をつける必要があると言われま
すが、何から始めたらいいでしょうか？

賛成か反対か、プラスかマイナ
スか等といった「二項対立」思
考が行き詰っているとつくづく
思う。「二項対立」思考では越
えられない問題が山積してい
る。「順逆不二」。もうひとつのも
のの見方が問われているのか
も。(な)
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