
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

減してし、をだし、

「特定非営利活動法人とよなか市民活動ネット

きず、な」は、 2015年3月をもって13年の活動に幕

を下ろしました。思い起こせば、 2002年 11月の

「豊中に市民活動センターをつくろう会」結成に始

まり、 2003年11月「とよなか市民活動ネットき

ず、な」を設立、 2004年3月に大阪府から特定非

営利活動法人として認証を受けて活動を続けてき

ました。今日まで、多くのみなさま方と出会い、語り

合いながら、市民の輸を広げてきました。でも、会

員がみんな高齢化してきたことなどの理由で、「も

うお互い無理をせず、自由に楽しくいこう」との思

いから、総会で法人を解散しました。

「きず、な」の会員たちはみんな、それぞれの考え

方をもち、使命感を持って、いろんな分野で活動し

ている市民たちでした。そんな個性的な市民たち

が、地域の市民の中にネットワークを広げ、自由に

愉快に語り合い、コンセンサスをつくりながら「き

ず、な」の活動を続けてきました。ほとんどの集まり

に参加したメンバーから、会費だけを払い続けてく

れた会員まで、参加スタイルも多様で、した。事務所

運営スタイル、組織運営スタイル、ネットワークのス

タイル、語り合いの場などに“フラットでオープン

な"iきず、な」の心が活かされたと思います。語り合

いながら、それぞれの思いや情報等を共有し、無

理をせずに、お互いに納得しあえる結論を見出すと

いう「きず、な」流がで、きあがってきました。

「きず、な」の活動を振り返り、浮かび、上がってき

た「きず、な」流は、“いいかげん"の居心地の良さで

あり、“お互いを信頼しあい認め合う M つながり"の

可能性であり、知り合いの“輸の広がり"の楽しさ

であり、ネットワークをつくるための“触媒"の大切

さなどでした。そんな「きず、な」流が、いろんな問題

解決に役立ってきたし、“力まない"雰囲気が、会員

等に力まない生き方を感じさせてきたし、目立たな

くても損得抜きに裏方を喜んで、引き受ける「きず

な」の活動を形作ってきたように思います。ある会

員がそんな「きずな」流をうまく表現しています。

「緩やかなのにしたたか、前途多難なのに暗さな

し、財布は軽いのに風目敷は広い。市民活動の担

い手の皆さんによるこの不思議なネットワークがよ

くぞ生きてきたもんだ」と。

特定非営利活動法人としての形はなくなります

が、「きず、な」は、会員だ、った団体も個人も「個」にも

どり、これまで、に培った「信頼」のネットワークを活

かしながら、自由にのびのびとそれぞれの思いで活

動を続けていきます。そんな中に、きっと「きず、な」

の心は、残っていくと信じます。法人としての「きず

な」はなくなりますが、「きずな」の一人一人はまだ

まだ元気です。これからも、これまで通りの紳で、

お付き合いを賜りたいと思います。 (永田良昭)



「きずな」ヘ一言! 「きずな」の会員の皆さんから、最後にメッセージ、をいただきました。

「いい日旅立ち」 市川直子
思い起こせば、設立総会の受付のお手伝いをしたのが「き

ず、な」との出会いです。そして「きずな」が市民活動情報サロ

ンを受託して数か月経った頃に週一日事務をさせていただ

くようになり、それが二日になり、会計、豊中まつりとひろが

るにつれ、かけがえのない出会いも増えていきました。私に

とって「きず、な」はとても居JL¥地のいい場所で、した。これから

は、千里地域で、も何か活動出来ればと思っています。

「若者が引き継いで!J 久保 秀美

2002年の冬、 「豊中に市民活動センターをつくろう会」の

声かけで、約100人もの人が集まり、気勢を挙げた。それまで

バラバラに活発だった、豊中の市民活動をつなぐ媒介とな

り、それぞれの市民活動をより活発に、エンパワメントし、

ネットワークを作っていった。「とよなか市民活動ガイドブ、ツ

ク」は大きな成果だと思う。社協、すてつぶ、国涜と違い、分

野を限らず、広い市民活動団体のかなめ的な存在は、常に

必要だ。若者が引き継いでくれることを切に願う。

r"きずなHの宋来への旅立ちに想うことJ
榛 葉 博 之

2013年夏、豊中市で市民活動を応援し、様々な立場にお

いて発言をされていた「きず、な」に出会い、勉強させてもらう

気持ちで入会させて頂きました。長い年月を掛け、メンバー

の方々がNPOや市民を繋ぎ、ありうべき市民自治の姿を模

索する情熱に、お会いする度に身を引き締められる思いで

す。

「解散」という決断に対する並々ならぬ思いは想像に難く

ないですが、未来への持続ある活動への脱皮であると確信

しております。

r"きずな"はオアシス」 道願守男

“きずな"はオアシスです。行きかう旅人の笑い声、困りご

と、人間関係の悩み、ぐち等々を真剣に、時として笑い顔で、

話を聴き、アドバイスし旅たたせてくれる。オアシスはいず

れ洞れる。忘れ去る旅人、ここで意気投合し小さな井戸を掘

り新しいオアシスとする旅人。旅人がいる限り、掴れること

はない。

「きずなと私」松下真由美

市民活動を本格的に始めた10年前、私は「きず、な」と出会

いました。そこには暖かくてフレンドリーな方々がおられて、

ことあるごとに相談に行く私を、いつでも優しく迎えてくだ
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さり、必要な情報や方法を教えてくださいました。また各団

体との橋渡しをしてくださって、そのおかげで、いろんな人

達との出会いや御縁を繋いぐことができました。今、こうして

活動を続けることができるのは、きずなの皆様のおかげで

す。たくさんの支えと愛情に心から感謝申し上げます。あり

がとうございました。そしてこれからもよろしくお願いしま

す。

「私と"きず、な勺 飛田 武雄

私がおこなっている市民活動の内容は、当初生活困窮者

や中小企業の経営者から「借入金等の支払いが不可能」な

問題の相談が中心でしたが、一人の生活保護の受給もさせ

ずに全員の方々を再起させ、生活革命ができております。近

年は相談案件の範囲を拡大させて、いろいろな生活相談も

しております。

これらの活動ができるようになったのは、 「きず、な」メン

1¥ーの方々と共に活動がで、きたことによるものと感謝してお

ります。今後は従来のメンバーとは「ゆるやかな関係」での

お付き合いをお願いしたいと，思っています。

r丁度よかった!!J 柳田 保男

とよなか・まちづくりフォーラム(1987)、まちづくり条例

(1992)、阪神淡路大震災(1995)、NPO法(1998)を受け

ての市民公益活動推進条例(2004)と時を同じく発足して

10年余のネットワーク活動、まち・ひと・しごと創生法

(2014oLM=ローカルマネジメント法人制度導入?)という

節目は、ラッキーなめぐりあわせといえるのでは・・…・。

「大きな丸」 小川朋子
私は2008年2月、東さんの紹介で「きず、な事務局」に勤務

させていただきました。4年間、皆様の励ましに支えられ地

域福祉について学ぶ機会を得ました。そして精神保健福祉

士を目指し、昨年国家試験に合格致しました。合格したこと

を病床の平尾和さんに報告した時、痩せた手で大きな丸を

描いてくださいました。平尾さんから教えていただいたこと

を基に精神保健福祉士として地域福祉活動に携わりたいと

願っております。

ウィルスペースで談話のようす



2002.12 r豊中に市民活動センターをつくろう会」発足

2003.11 rとよなか市民活動ネットきずな」設立
2004.3 rとよなか市民活動ネットきず、な」

特定非営利活動法人認証

2004.6 rきず、な」設立記念イベント「市民活動フェスティバル」開催

2004.7-" rき ず、な」が豊中市民活動情報サロンの運営受託開始

市民活動の多様なテーマごとに語り合う「ウイークリーサロン」や、市民団体が

市民の悩みの相談にのる「ステーション事業」を開始し受託終了まで継続

2004.8-"豊中まつりの「市民ふれあいひろば」部会の

運営団体として初参画

以降、毎年8月に「市民ふれあい広場」部会として運営に参画

2005.1 rきず、なJ編集の『とよなか市民活動ガイドブ、ツクVol.1Jlを発行
2005.4'" r市民ファンドJr指定管理者制度Jr市の財政」なと、の研究会実施

2006.7 r豊中市自治基本条例」についての研究開始

2006.12-"とよなか市民環境展の特別企画として

「市民文化祭」開催2014.12月まで毎年開催

2007.4 2007年度からの豊中市民活動情報サロンの運営再受託

2007.6'" r2007とよなか市民活動パネル展」を市役所ロビ、ーで、開催し、2010まで、毎年開催

2007.7市の提案公募型委託制度に「豊中市自治基本条例・

活用推進事業」で応募し、受託

2008.2 r豊中市自治基本条例キックオフフォーラム」を千里コラボで、開催

2008.5市の提案公募型委託制度による「情報誌ふらつとの企画・編集」に

応募し、受託

2008.9'" rもうひとつの地域社会を構想する研究会」開始。毎月1回継続

-・

田舎 ， f・
A命日面 目面
「きずな」設立記念イベン卜 (2004年)

「きずな」総会(2008年)

豊中まつり「市民ふれあいひろばJ(2012年)

2008.11 rきずな」設立5周年記念イベントをすでつぶホールで、開催 市民刻探(201坪 )

2009.3 rきずなJ設立5周年記念誌『とよなかの市民活動これまでこれから』発行

2010.2-4 2010年度からの豊中市民活動情報サロンの運営を条件付きで3度目の受託
2010.10 r市民文化祭」を担う団体として「豊中の市民文化を支える会」発足

2011.3中間支援5団体で構成する「とよなかの市民活動ガイドブ、ツク編集委員会」編集の

li'2011とよなかの市民活動ガイドブ、ツク』発行

2011.4 ガイドブック編集委員会を構成した中間支援5団体が「とよなか市民活動共同

テ、スク」活動を開始し、毎月、壁新聞づくりと情報交換の場として定着。その後

2つの中間支援団体も加わり7団体となる

2013.3豊中市民活動情報サロンの受託を「卒業」
2013.4 rきず、な」事務所を玉井町のWILLSPACEに移転

2014.3きず、な文庫④nきず、な」の10年と豊中の市民活動~市民力を紡ぐある試み』を

「特定非営利活動法人とよなか市民活動ネットきず、な設立10周年誌」として発行

2014.4'" r特定非営利活動法人とよなか市民活動ネットきず、な」の解散に向けた議論を開始

2014.11 rきず、な」理事会で、年度内で、の「きずな」の解散方針を決定

2015.3総会で「特定非営利活動法人とよなか市民活動ネットきずな」
の解散を議決・決定
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いろいろえんぴつ編集者から

今まで、のご愛読
ありがとうございました。
砂ホームページはその団体の顔である。“きずな"は“はん

なり"を好む団体である。“はんなり"をビジュアル化する

事は難しい。そこで、ホームページ作りの本道か乞外れ、

ガチガチでメリハリを利かせ、さらに背景に色をつけ写

真・チラシを多用し彩り鮮やかにしたら、“きずな"の想い

とは反対のシャキッとしたホームページ、になってしまっ

た。駄作を改良するにはもう時間がない。

(ホームページ担当:道願守男)

砂花壇づくり等まちの美化・サッ力一等スポーツを通じ

た青少年の育成・地域の高齢者をお世話する活動等々、

多くの市民活動団体を訪問しました。どの団体も皆さん

全てが“熱い気持ちをもって目標に向かって取り組んで

おられる"ということを強く感じとりました。そして、そこ

から、私も自分の目標に向かってがんばろうという大き

なエネルギーをいただきました。また、きずなのメンバー

や他の多くの団体の皆さんとのふれあいにより、お互い

の理解を深めあうことができたことに感謝しています。

(豊中のNPO探訪担当:吉村貞介)

砂法人であれ任意の団体であれ、市民活動団体が「自

主・自立の組織」として組織や活動をマネジメン卜してい

くことで、より成果があがり、だれもが参加しやすく 、社

会に共感を呼ぶ活動として定着することを願って、私な

りに少しでも役に立てばという思いで担当してきまし

た。みなさまの今後ますますのご活躍をお祈りいたしま

-HiL砲沼彊・

す。ありがとうございました。

CQ&A担当.坂田慶子)

砂2004年5月に第1号発行の「きず、な」ニュースレター

「いろいろえんぴつ」は、今号の第30号をもって最終号

となります。毎回の特集記事を始め、「豊中のNPO探訪

」や「きず、な人往来」、「リレーでつなぐ市民活動量奈羅

」、「市民活動Q&AJそして「わーさんのおすすめ本」など

の記事は、それぞれ30近い数となりました。インタ

ビューやご寄稿などにご協力いただいた多くの市民活

動団体や活動するみなさま、「いろいろえんぴつ」をお

読みくださったみなさま、心から感謝申し上げます。ま

た、「いろいろえんぴつ」の名付け親であり、私たちの原

稿や編集した記事を少しでも読みやすく印象的にレイ

アウトしてくださった蛇名さん、本当にありがとうござい

ました!

(ニュースレター担当 :鵜)11 まき)

砂「いろいろえんぴつ」の色鉛筆は今回でバラバラに

なってしまうのかな?それは、少しさびしいな。色鉛筆の

ケースの中には、長いえんぴつ、短いえんぴつ、いろんな

えんぴつが入っていて、ひとたび、ふたをパタンと閉めて

も、また、ときどき出てきでは新しい絵を描くのかな?

30号までのデザイン楽しませていただきました。あり

カてとうございました。

(デザイン担当:蛇名美佳)

警 警=
Q.きずなホームページは終了してその後はどうなるの?
Aとよなか市民活動ネットきずなのホームページは、法人の解散に伴い終了しま

す。しかし、「きずな」のホームページに掲載していた主要事項や活動記録など

は、4月初めより rNPO法人オリーブの園」のホームページの中に「とよなか市民

活動ネットきずな資料館(仮称)Jのコーナーを設け、公開していきます。「きず

な」について知りたい方は、「オリーフ、の園」のホームページにアクセスして、必要

事項を調べてください。
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また、解散後、「きず、な」についての問い合わせは、06-6846-7170(永田)まで

ご連絡ください。

デザイン .姥名美佳 (スタジオきんようび)
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