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2011とよなかの市民活動
ガイドブック完成!
この冊子は豊中の市民活動グループや団体からの
メッセージや活動を紹介したガイドブックです。
多くの皆さんに活用され、お役にたつことを願っ
ています。

2011とよなかの市民活動ガイドブック
◆A4判142ページ　◆無料
◆配布場所：市民活動情報サロン（阪急豊中駅北改札
口前）、市内各公共施設など
問合せ：（特活）とよなか市民活動ネットきずな
℡.06-6848-8989

Q ずいぶんボリュームのあるガイドブック
になりましたね
　当初は、A４版100ページ、1000冊発行を予定
していましたが、編集を進めていくと、180団体の
紹介に加え、5つの中間支援組織の紹介や活動分
野ごとの動向などを加えることになって、ページ数
が増えていき、最終的に表紙込みページ数計142
ページになりました。

Q 作成費用について教えてください
　作成費用は７０万円。そのうち豊中市の市民公
益活動推進助成金が20万円。他の収入は、広告
料収入が17万円、個人協賛金が24.35万円、きず
な事業費から約7万円を充てました。色んな人た
ちの資金協力があったからこそできたんだと思っ
ています。

Q 2011年版は、きずなの呼びかけで５つ
の中間支援組織が「編集委員会」をつくって
作成したそうですね
　はい、豊中市社会福祉協議会、とよなか国際交
流協会、とよなか男女共同参画推進財団、とよな
か市民環境会議アジェンダ21、とよなか市民活動
ネットきずなの５団体が昨年7月ごろから、それぞ
れ忙しい中12回のミーティングを重ね、内容を固
めていきました。今回のガイドブックは、こうした
中間支援組織活動の｢見える化｣に向けた『恊働
事始め』といえます。
　編集委員会の合間の話題として、それぞれの団
体が抱える問題を共有できて、今後一緒に活動し
てゆく場合の参考になることもありました。

Q 編集上の工夫は？
　団体情報は、団体が作成したものを、ほぼその
まま掲載しました。ほかに、ガイドブックの見方や
各分野の活動の状況やコラム、広告欄、参考情報
コーナー、編集後記など皆さんに読んでいただき
たい内容を盛り込みました。
　すでに活動をしているグループにも、何か活動
したいという人たちにも、お役に立ちたい。それに
プラスして、5つの中間支援組織の日ごろの活動
も伝えるものにしたい、というちょっと欲張った思
いを一冊にまとめました。

Q ガイドブックに託す思いは？
　ネット時代の今どき、分厚い印刷物になってし
まいました。掲載した内容は、今後ネットを使って
発信していくことも大事だと思いますが、活動は生
きものみたいに変化していきます。掲載された内
容のフォローもしながら、活きた情報のネットワー
クが育っていくようにしたいと思います。



２

葛西芙紗 さん

きずな
人往来

(特活)国際交流の会とよなか（TIFA）代表
(特活)とよなか市民活動ネットきずな副代
表理事

TIFAホームページ：
http://homepage1.nifty.com/tifa/

豊中の国際交流分野を牽引してこられた、我らが愛す
べき仲間、葛西さんにTIFA事務所でお話しを伺った。

Q.とても活発な子ども時代だったのでしょう？

  おとなしくて何もやらない子どもだったのよ。父が校長先
生だったから、悪いことすると「先生の子どもなのに」って言
われるから制限したかもしれんね。その上、２歳上の兄が威
張っていて、学校行くときも「芙紗！ついてこんか！」って言
われてとぼとぼついていってた。岐阜市の長良川に架かる橋
のすぐ横に家があり、鵜飼を見たり、2人の妹や友だちと夢
中で川遊び、魚とりに興じて真っ黒、とにかく毎日よく遊んで
面白かった。2度ほど溺れかけ運良く浅瀬に乗り上げて助
かったこともある。
　農地改革で多くの土地を失い、戦後の混乱期に心労が重
なって病弱だった母の代わりに家事もして結構忙しかった。
中学、高校と理科クラブで理科系が大好きだった。長良川灌
漑や岡田式渡船の考案など村おこしのための発明に財産を
使い果たした父方の祖父の影響もあって、医者か化学者に
なりたかったが、高校の先生に「女の子は文科の学校の先生
になるのが一番いい」と言われて、「そんなもんかな」と思っ
て名古屋大学の文学部に進学した。文学は苦手でちっとも面
白くなかった。就職は先生ではなく、当時まだ珍しかったIT
企業に就職。パソコンの計算機関連の仕事で性にあってて
面白かった。入社後すぐ女性の先輩に｢呼ばれたらパッと立
ちなさい。お尻の重いのはいちばんあかん｣と言われ、それか
ら10年間、パッと立って、サッとすることが身につき、軽くなり
すぎてじっとしとれんようになってね。それに子どもの時か
ら、いつも気がつけば一番重い物を担いだりしていたのよ。
人に喜んでもらうことが好きだったと思う。それは今も同じ。

Q.TIFA設立の経緯は？

　就職４年目に結婚して６年後、夫のフランスへの研究留学
が決まり、海外に行きたかった私は仕事を辞め、同行した。
たまたま知り合ったフランス人夫婦が、お客様扱いせず、個
人を大切にしながら隣人のように接してくれて助けてくれた。
子どもは保育園で預かってくれたので、語学学校に通え、と
ても充実した生活ができた。私も何か人の役に立つことがし
たいと思うきっかけになった。2年後の1971年、帰国し豊中
に。子ども２人の子育て中にラボ活動を始めた。勉強のため
の英語ではなくコミュニケーションのための英語は新鮮で、
ホストファミリー交流もあり、いろいろな子どもたちやお母さ
んたちとの活動は本当に楽しかった。その仲間のためにもと
思い、豊中市の婦人会館で市主催の「身近な国際交流」講座

を2年間20回行政と恊働で企画実施。終了後にその受講生
が集まって国際交流の会とよなかを設立し、代表を引き受け
たのが始まり。

Q.とよなか国際交流センターとの関わりは？

　1987年には国際交流活動の拠点が欲しいと豊中市に陳
情書を出してセンター建設を要望し続けた。行政の声かけ
で、地域で国際交流をする11団体が集まってどんなセンター
が欲しいか話し合いを重ねた。1992年「豊中国際交流市民
ネットワーク」を結成し、1993年にセンターが建設された。
TIFAも独自活動とともに、ネットワークの一員としてとよな
か国際交流協会と恊働しながら様々な活動を展開した。

Q.TIFAはどんな活動を？

　TIFAはだれもが生きやすい多文化共生社会を目指してい
るのはずっと変わらないけど、活動は地域の留学生の支援
活動から次第に在住外国人、さらには国際協力活動へと広
がっていった。フィリピンのストリートチルドレンへの支援、ベ
トナムの障害児学校建設の協力をきっかけに、海外協力活
動が始まった。1995年にはネパールで農村の女性の自立支
援事業、孤児になった女の子のための「子どもの家」の運営
を開始。学校や病院建設や運営のサポートを様々な助成金
を活用しながら展開してきた。今、それらが地域の人々の大
切な場所｢シンズリ・クリエイティブセンター｣になり、村の自
力運営に近づいている。2000年に特活になって今まで、海
外協力だけでなく、環境、食、子育て、文化と地域の活動がグ
ローバルな視点から多様に広がってきている。

Q.大事にしていることは？

　私は誰もが生きやすいまちになることを国際関係の活動
を通じて実現させたいと思っているけど、誰もがやれたらい
いなあと思うこと、必要とされることを自分のやれる範囲で
納得してやると人生が楽しいと思う。それが何であってもい
いと思う。　

●葛西さんはネパールに行くこと40回。それもカトマンズから遠く
離れた農村へ。ネパールに行くと元気がもらえるそうだ。 最近は定
年退職されたお連れ合いも一緒に行かれることが多い。「仲間に恵
まれたことと家族の支えがあったから好きなことをやって来れた」
としみじみ話される葛西さんの言葉はずしりと重かった。「ふーちゃ
ん」と呼ばれて遊び回った子ども時代から今まで「人が好き」な葛
西さん。世界中に日本のお母さんと慕う人がいる。その好奇心はと
どまることを知らず、どれほど豊中の国際交流活動・国際貢献活動
を推進されてきたか、ただただ尊敬し、その存在に愛情を感じるの
は私だけではないはずだ。葛西さん！フレーフレー！　　　（鵜川）



豊中のＮＰＯ探訪
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「ＲＦＣ （緑地フットボールクラブ）」

 

◎クラブ員の地域的な範囲は？
　RFCは豊中市の服部緑地公園周辺を中心に（特に校

区を限定せず募集）キッズから中学生までを対象に活動

しているサッカークラブです。

◎クラブ員やコーチの人数は？
　現在、クラブ員はキッズとジュニアで７５人、ジュニア

ユース（中学生）が１２人です。コーチは常時１０人位が

指導に当たっています。

◎練習場所と練習日は？
　緑地小学校を中心に近隣の中学校で土曜、日曜、祝日

に練習をしています。また、金曜の夜には緑地小学校の

体育館で小学生高学年を対象に練習（フットサル）を

行っています。

◎年間を通して主にどのような活動をしていますか？
　活動は１月の初蹴りから始まります。３月には毎年、沖

縄市との相互訪問(１年交替）による交流を行っていま

す。こちらから行くのは、４０～５０人位（１チーム）です

が、沖縄からは多い時には120人位（３チーム）が来られ

ます。内容は、親善試合やホームステイ、豊中市長表敬

訪問、ゲームなどで、お互いの友情を育んでいます。特に

子どもたちにとっては一番楽しみにしている一大行事で

す。

　また、夏には保護者やコーチなどが「豊中まつり」に

参加し、子どもたちも楽しんでいます。

　試合では、大阪府サッカー協会や豊中市少年少女

サッカー連盟主催の大会に参加し、ゲームを楽しみなが

ら、毎年善戦しています。

◎日頃の活動で大切にしていることは？
　私たちの１番の目的は、サッカーを通してこどもたちが

礼儀をわきまえ、のびのびと育ってくれることです。そし

て、将来、「生きる力」をもった力強い社会人に成長してく

れることです。指導にあたっては、特に「あいさつ」を重ん

じ、礼儀の大切さを語りかけています。

　日頃から、悪いことにはあくまで厳しく、良いことには

思いっきりほめるということに努めています。

　もう１つの大きな柱は、子どもたちの個性を尊重し、そ

の子どもにあった指導を心掛けています。例えば、「でき

ない子はできるように」「できる子はさらにできるように」

等、各個人の個性を活かすようにしています。

◎これから先について何か・・・・
　私たちはサッカーを通して子どもたちと苦楽を分かち

あっています。子どもたちの笑顔や活力が、そのまま私た

ちの笑顔や活力になっています。

　ここまで長く続いているのは、私たちも楽しんで参加し

ているからこそだと思っています。これからもずっとこの

スタイルで継続していきたいと思っています。

◎練習中の6年生の男子に聞きました・・・
　沖縄での合宿（交流）が特に楽しいです。このクラブに

入ってよかったと思っていることは、友達がたくさんでき

たことです。

◎見学中の保護者(お母さん）に聞きました・・・
　私の子どもは他校区から参加しています。学校単位を

超えて募集してくれていることに感謝しています。私の子

どもは、もともと引っ込み思案な子であったのが、ここへ

来てからは、のびのびとし、きっちりとあいさつができるよ

うになりました。

　また、学校が違っても子ども同士が仲良くなっていく

様子をみて喜んでいます。

◎話を聞き終わって
　RFCって、どんな強豪チームでどんな名選手が育ったの

かな？と野次馬的な気持ちもありました。しかし、お話を

伺ってみると、このクラブの特徴は、目先の技術よりも、

もっと大切な、人とのふれあいによる仲間づくりや１０年

２０年後を見据えた力強い人間づくり等を目指して、地

域（保護者やコーチ等）と学校が、自然体で一体となっ

て取り組んでおられるように感じました。

　このクラブの活動精神がこれから先も順次引き継が

れ、いつまでも続くよう願っています。　　　　(吉村）

５月15日 (日）午後、緑地小学校運動場で指導中の松原清さん（代表者）、山下明彦さ
ん（事務局長）のお二人から活動の概要や指導の基本方針などを伺った。また、今回は
練習中の児童と見学中の保護者（お母さん）からも感想などを聞かせてもらった。



わーさんのおすすめ本
「思い出袋」
鶴見俊輔
(岩波新書)
★★★★☆
発行：岩波書店

前回、｢ゼミの先生の言葉を思

い出した｣と書きましたが、実は

その鶴見先生のエッセイ集で

す。先生の米国留学時の同級

生が、1945年に海軍軍医とし

て来日、｢米国はこれから全体

主義になるだろう｣と言い、｢ま

さか｣と思ったが、9.11同時多

発テロ後の2001年に、ブッシュ

が｢私たちは十字軍だ｣と演説、

同級生の予測が｢当たった｣と

思ったことなど80数話が詰まっ

ています。もうひとつ、イラク戦

争の時にあった日本人3人の人

質事件にふれた話を要約して

紹介します。｢…日本では『政府

に迷惑』という声や、国会議員

から『反日分子』という追及が

あった。一方、米国国務長官は

『こういう若い人が出ないと社

会は前に進まない』と言った。

なぜ、日本では『国家社会のた

め』と、一息に言う言い回しが

普通になったのか。社会のため

と国家のためとは同じである

と、どうして言えるのか…、｣久

し振りに、先生の著書からです

が、お叱りを受けました。

　　　　　　　　　(平尾)

▶「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
　〒561-0884　豊中市岡町北 3-3-10　TEL＆FAX 06-6848-8989
■市民活動情報サロン（阪急豊中駅北改札口前）TEL06-6152-2212　 FAX06-6152-2213
URL:http//www.kizuna-toyonaka.or.jp　　Mail:mail@kizuna-toyonaka.or.jp 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デザイン：スタジオすいようび
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大矢悦さんをしのんで
　「とよなか市民活動ネットきずな」の監事を長年つとめてくださっていた
大矢悦さんが３月２５日に逝去されました。亡くなられた日は、折しも「きず
な」が総会を開催しておりました。大矢さんも、引き続き監事として頑張ると
の意思表示がありましたので、役員留任の決定をした直後の悲報でした。
謹んで哀悼の意を表します。
　
　生前、大矢さんは「きずな」の活動以外でも、国際交流、地域福祉の活
動などいろんな分野の活動に文字通り寝食を忘れ、年齢を感じさせない
活動をされていました。「わたしは何もできないけれど、文鎮（重鎮をもじっ
て）よ」と謙遜されるのが口癖でした。
　情報サロンでの会議のあと、よく、わたしはガードマン役で豊中駅から岡
町まで二人で歩きました。歩きながら、大矢さんは、よい家族に恵まれたこ
とと多くの友人・知人に囲まれていることの幸せを語って聞かせてくれまし
た。そんななかで、「わたしは、亡くなった主人と仏壇に手を合わせながら
毎日語り合っているのよ」と何度も話されたことが強く印象に残っていま
す。２６年にわたるご主人への献身的な介護経験を活かして、介護保険の
あり方にも意見を述べられ、地域福祉のために頑張ってこられました。
　在宅で最期を迎えたいとおっしゃっていましたが、病院での最後となり
ました。きっと、最愛のご主人が、「もうこちらへおいで」と迎えてくださった
のではないでしょうか。今頃は、“夫婦水入らず”で楽しく語り合っているの
ではないでしょうか。
　大矢さん、長い間ありがとうございました。これからも、「きずな」の活動
を見守ってくださいね。

編集後記

リレーでつなぐ

市民活動
曼荼羅

❹
上総さん→成田さん

　　　　毎日が忙しく過ぎていく中で、優しさの　　
　　　バトンタッチ‥‥と言ってくれる友人たち。

　　　　　アルミ缶はＡさんを通じて授産施設あすなろへ。　　
　　　プルタブはＢさんを通じて車イス寄贈のお手伝い。ペットボトル
のキャップはアジアの子どもたちのワクチン接種のお手伝い。

私は東豊中でクリーニング店を営んでいます。来店の折、お客様方が持参
してくださいます。西川きよしさんではありませんが、小さな事からコツコ
ツと‥‥。人は何か役に立てればと思いますが、何をして良いのかよく
分からないです。けれど多くの方々にいろいろ教えていただきます。
本当にありがたいです。気恥ずかしいですが、優しさのバトン

タッチをだぁれかさんへ。
東豊中でクリーニング店経営

成田和恵さん

「あんなふうに年をとりたい
ね」と誰もがあこがれた大矢さ
ん。ガイドブックは病床に届け
ることになりましたが、喜んで
枕元に置いて下さっていたそ
うです。最後まで自立を貫いた
生き方はやさしい笑顔と共に
胸に刻んでいきます。     （K） 

永田良昭
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