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１０年の歴史を刻んだ
「とよなか市民活動ネットきずな」
　「きずな」は３月に設立１０年を迎えました。いろんな
分野で活動する市民が、ともに豊中の「市民力」を強め
たいとつくりあげたネットワークが「きずな」でした。市
民の中にあるいろんな「関係障害」を、新たな価値観
で、よい関係に再構築したいとの思いもありました。し
かし、市民公益活動の何にでも関わるという活動スタイ
ルを掲げる新参者の「きずな」ゆえに、「いつまで続け
られるのかな」との声もあった旅立ちでした。当初は
「市民権」もなかなか得られませんでした。
　そんな「きずな」も、豊中市市民活動情報サロンの運
営を豊中市から受託したこともあって、多くの市民や団
体と知り合え、お互い理解し合える関係が広がり、10年
の歴史を刻むことができました。市民の自立と自由度を
大切にし、市民の間、団体の間、行政との間などさまざ
まな連携や「協働」の可能性を模索してきました。ある
意味で、「実験的」運動・活動でした。
　そんな中で、いろいろ模索しながら具体的な目標に
固めていくというファジーな「きずな」流活動スタイルは

ちょっと異質だったかもしれません。でも、いろんな市
民や団体とお付き合いし語り合う中から、新たな可能
性が見えてきました。豊中まつり「市民ふれあい広場」
や「みんなでつくる市民文化祭」、「とよなかの市民活動
共同デスク」などのネットワークができあがりました。
「きずな」では、そんな機能を触媒型「中間」支援と呼ん
できました。そんな「中間」支援ができたのは、「きず
な」流のいろんな分野で活動する市民のネットワーク
と、課題にブラグマチックかつ柔軟に対応する組織運
営、それを可能にする市民の“信頼”関係があったから
だと思います。そんな「きずな」とそこから広がる市民の
ネットワークが、市民的課題解決に何らかの役に立っ
たかもしれません。
　「きずな」のこれまでの活動が、人間の性悪説や不
信から組み立てられ続けている現代の行き過ぎた「管
理社会」・「監視社会」化に抗する、市民の相互“信頼”
による「絆の力」の豊かな可能性を垣間見させてくれて
いるように思います。　　　　　　　　　　　（永田）
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ベトナムからの返信

新事務所

～ベトナムからの感謝の手紙～

ベトナムから贈られた刺繍

飛田さんと葛西さんに
「平和と友好」のメダル授与決定！
　在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館から、
2014年2月14日付けで飛田武雄さんと葛西芙紗さ
んのお二人に、ベトナム政府友好省（T h e  
Vietnam Union of Friendship ）から、国際平和
友好貢献（For Peace and Friendship among 
Nations）のメダルを授与し、授与式を行うことが
決定したという、うれしいお知らせが届きました。
　たくさんの市民や留学生が関わった今回の救援
活動が、このような形で実を結んだことは、すばら
しいですね。

　「いろいろえんぴつ26号」の特集「豊中の市民活
動を動かしたもの～短期滞在中の外国人の緊急
医療支払い問題をめぐって～」を掲載しました。そ
の記事の中で事例となった豊中在住のベトナム人
留学生Aさんの父上から、Aさんの代理人となり支
援を続けた「NPO法人多重債務者再起協力会」の
飛田武雄さんに手紙が届きました。
　飛田さんや「NPO法人 国際交流の会とよなか
（TIFA）」の葛西芙紗さんを始めとするメンバーの
尽力に対して、また治療や入院中の看護に従事し
た医師や看護師へも、丁寧に感謝を述べられてい
ます。

　「私や親戚を助けてくれたおかげで、とても不可
能に思えた治療費払いに対する心配や不安が全く
なくなり、逆に飛田さんやTIFAのメンバーに対する
信頼が大きくなりました。いつも高い意思と道徳心
で助けてくださったことを娘から聞き、日本とベトナ
ムの間のより深く緊密な友好関係を感じました。大
変な時期に私たちを乗り越えさせてくれたあなた
の献身や優しさ、志に深く感謝いたします。私たち
家族、親戚は、一生永遠にこのご恩を忘れませ

ん。」という主旨の内容でした。
　豊中の市民活動を動かしたものは、誰もが生きや
すい社会を目指して、地域に根ざした活動を長年地
道に続けている市民活動の人々の「困っている人が
いれば何とかしたい」といいう率直な気持ちです。そ
してその気持ちは、大学や留学生、NPO団体や行
政、そして多く個人の共感、協力を得て大きな広がり
を見せました。このように人と人が助け合い支え合う
ことが、信頼関係を育み、「住み続けたい」と思うまち
の魅力になり、国と国との良い関係もつくっていくの
だと感じました。　　　　　　　　（文責　鵜川）

ベトナムから届いた手紙
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その 18

◎どのようにして生まれた団体ですか？
　1992年に私（協会代表）がイタリアを旅した際、ミラノで
偶然出会った2人の若い音楽家と長年の交流が続くうち
に、「お互いの生活文化を学びあおう」という趣旨で、2004
年にまず、「イタリア生活文化交流協会」が発足しました。
　2000年頃からは、日本の若い女性音楽家たちが、イタリ
アでその2人の音楽家からレッスンを受けるようになりまし
た。その中で日本では音楽技術の習得が重視されています
が、彼らは、まず演奏には主体的情動が大切だと話しまし
た。どんな気持ちで、どんな感情を込めて音をつくるのか
を音楽家は考えないといけないと言うのです。このように、
これまでとは全くアプローチの違う音楽づくりが始まり、こ
れを契機として、彼らの協力を得て、新しい理念を持った
“友情のオーケストラ”を日本でつくろうという機運が高ま
り、2006年12月に「友情のサビーナ・オーケストラ」（協会
が母体）として発足しました。

◎その2人の音楽家とはどんな人ですか？
　当初音楽家の卵だった2人は、その後努力を重ね、今で
は、アレッシオ・アレグリーニは、ホルン奏者として世界的
に活躍。また、兄のヴィニーチョ・アレグリーニは、イタリア
を代表するトランペッターとなり、カリアリ歌劇場管弦楽団
の首席奏者として活躍しています。

◎オーケストラ・コンサートの開催は大変だと
　思いますが？　
　特に、2006年の第1回は、シンフォニーホールで上記の
日伊両音楽家たちが企画して実現したもので、「友情のサ
ビーナ・オーケストラ&88人のホルン・アンサンブル　コン
サート」と銘打って開催し、集客の心配をよそに、1700人も
のお客さんが来場され、盛況のうちに終えることができまし
た。
　でも、開催までの準備は大変でした。コンサートの開催
は決まったものの、山のような準備作業が待っていました。
専門の事務局はありませんから、交流を続けてきた10人足
らずの音楽家自身があらゆる事務作業をこなさなければ
なりません。シンフォニーホールとの折衝、来日音楽家の渡
航と宿泊の手配、チラシやポスターの製作と配布、チケッ
トの販売、参加音楽家の募集と事務連絡等々、それまで経
験したことのないことばかりで、はじめのうちは途方に暮れ
ていましたが、ひとつずつこなしていきました。演奏の練習
と事務作業の掛け持ちで、全員寝不足状態が続きました
が、コンサート当日は、意気軒昂で演奏を終え、大きな満足

感に浸りました。

◎音楽家が社会的活動に参加する意義は？
　音楽は現実の社会から乖離したものではありません。現
在あちこちで演奏されているモーツアルトやベートーヴェ
ンなどのクラシック音楽の楽曲のほとんどは、18世紀以降
に作曲されています。そして、それらの楽曲には、当時の音
楽家たちが直面していた社会的な問題や課題が色濃く反
映されています。特に18世紀末、封建貴族社会から近代市
民社会に移行していく時代の音楽には、「自由になりたい」
「平等な世の中になってほしい」「平和に暮らしたい」など
人々の想いや願いが反映された楽曲が多いのです。
　音楽という文化芸術は、絵画や彫刻などと違って、作ら
れた楽曲を演奏によって再現することで成り立っていま
す。当然その再現には、楽曲の作られた時代背景の考察
や作曲者の意図や想いへの洞察が不可欠ですが、それと
同時に時を超えて作品を届けようとする、今日の人々の生
活感情や実感とも結んでいく想像力が演奏に求められる
のです。その時、再現者である音楽家は、現在の世の中で
何が起こり、人々がどんな思いで暮らしているかを深く理
解することがとても大切です。コンサートの準備活動に音
楽家自身が関わる意義は、これらの社会活動に積極的に
関わり、多くの人 と々出会うことで、社会をより深く理解し
ていくための経験の蓄積の場になっていることです。
（次号に続く）　　　　　　　　　　　　　　　（吉村）

　 

イタリア生活文化交流協会【パートⅠ】
友情のサビーナ･オーケストラ & 
アンサンブル･サビーナ

●『友情のサビーナ･オーケストラ』は、4 月 20 日 ( 日 ) に、
兵庫県立芸術文化センターにおいて、チェコの世界的チェロ
奏者ヴラタン･コチと、フランスの世界的トランペット奏者アン
ドレ・アンリを迎えてコンサートを開きます。
●チケットの前売りはイタリア生活文化交流協会「友情のサ
ビーナ・オーケストラ」等で行っています。
問合せ：℡06-6844-8787
Emei l :hotaru@sabina-net . jp  
ホームページ： ht tp//www.sabina-net . jp/

Information
コンサートの
お知らせ

ヴラタン･コチ                   アンドレ・アンリ

▶豊中の蛍池を拠点に、地域に根ざした音楽活動を展開している「友情のサ
ビーナ・オーケストラ」。今号と次号において、その生い立ちから現在までを代
表の松本さんからお話を伺います。



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　豊中市玉井町 2-9-23　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：蛯名美佳（スタジオきんようび）
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編集後記

リレーでつなぐ

市民活動
曼荼羅  

　　　　蛍池駅近くのコミュニティカフェCoCoKara
　　　（ココカラ）を運営しているNPO法人ラブとよネットに勤務
しています。ラブとよネットは豊中まつりの事務局運営も担っており、
「I Love Toyonaka」を基本理念として、「我がまち」の特徴・特色を

活かしたさまざまな事業を展開しています。
入社したきっかけは祖父母の存在でした。祖父母は両親代わりとして私を育てて
くれましたが、今では祖父は亡くなり、祖母は寝たきりの生活です。年齢を重ねるに
つれて二人の体はどんどん不自由になり、何をするにも介助が必要になりました。
その時の周りの方の支えや、多くの方とのつながりにとても感謝したのを覚えていま
す。このような経験から周りの高齢者の存在が気になり、何か役に立てることはない
かと考えていたところラブとよネットの存在を知り、現在、3月に大阪大学豊中キャン

パスで開催する「福祉住環境サミット」の担当者として携わっています。
高齢者や障害者が暮らしやすいまちづくりのため、

「福祉住環境のまち」豊中を全国に発信していきます。
コミュニティカフェCoCoKaraではこの他にも、兄弟都市沖縄市や

東北の復興支援などのイベントを毎月行っています。
皆さまもぜひ一度ご参加ください！

https://www.facebook.com/lovetoyonet

「正義の偽装」
佐伯啓思
(新潮新書)発行:新潮社
★★★★★

　“「民主主義の断
末魔」が聴こえる”
と、この本の帯にあ
る。硬派の社会思想
家、佐伯啓思の著作
だ。世界を見渡しても、この国を見
ても、何を信じていいのかが分か
らなくなっている。人あたりのいい
言葉で、政治世論なるものが右に
左に揺れ動く。佐伯は、この時代を
「空気の支配」する時代だという。
今日の政治がムードで動くこと自
体がいささか恐ろしいことではな
いかと。この視点から、「アベノミク
ス」、「ミンイ」、「憲法」、「維新の
会」、「経済学」などのまやかしを斬
ります。佐伯は言う。「私には今日
の日本の政治の動揺は、「民主主
義」や「国民主権」や「個人の自由」
なる言葉をさしたる吟味もなく「正
義」と祭り上げ、この「正義」の観点
からもっぱら「改革」が唱えられた
点にあると思われます」と。正義と
して語られる言葉を佐伯の視点
で、原理的に見つめなおしてみる
と、意外に矛盾していたり、整合性
がなかったりという「正義」の偽装
が見えてくる。 　　　   (代：永田)

A．

Q．

　　   NPO法では、事業年度終了後3か月以内に事業報告書を会計書類など
 　　  とともに作成所轄庁に提出しなければならないと定められています。事
業報告書に特定の定めはありませんが、どの自治体でもホームページや手引書
などで、報告書等のひな型の掲載や配布などをしています。その様式に従って書
けば、一応報告書としての体はなしますが、重要なことは、自分たちの団体は、活
動の意義や成果を誰にどのように報告するのかを考えることです。
  提出義務があるからではなく、関係者や市民に活動をどのように行ってきたか
を示す資料として、事業報告書は重要なものです。団体のミッションに照らして、
事業の目的や経過はよかったか、成果はあがったか、今後の方向性は、などを年
度終了後に総括し、まとめましょう。どのような体裁にするのか、どのぐらいのボ
リュームにするかは団体によって違うでしょう。グラフや表で見やすくしたり、写
真を載せるなどの工夫をしている団体もたくさんあります。
  なお、事業報告書は事業や活動を行わなかった場合も提出はしなければなり
ません。提出を3年以上怠ると認証が取り消されます。　　　　　　　 (坂田) 

NPO法人の事業報告書について、
どのように書いたらいいのでしょうか？ 
様式や決まりはありますか？

下中絵里加さん  → 井上佳子さん 
ＮＰＯ法人 あっとすくーる　　     NPO法人ラブとよネット　

⑩

Facebookは、「すべてのムーブメントは、
衰退する」という法則の例外にはならず、
ユーザーがピーク時より減少しているら
しい。2012年に株式公開企業になって、
ビジネスを展開し、世界中の人々の交流
の場となり、セキュリティやプライバシー
の問題が指摘されたり、親と同じツール
で交流するのを避ける若い世代の利用が
減っている等が要因だそうだ。Facebook
上のネットワークは、当初の目的は人とつ
ながることだったが、今やユーザーはまる
で自分が公の場にいるような気持ちにな
るという。会社、行政、NPOやNGO、店舗
等の団体組織による活用が中心になるの
は自然の流れかもしれない。　　　（う）
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