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発行：２００７年５月／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

　「とよなか市民活動ネットきずな」が、豊中
市民活動情報サロンを再び受託運営することに
なりました。
　今回は、豊中市市民公益活動推進条例にもと
づく提案公募型委託事業に応募し、２月２２日
の公開説明会でのプレゼンテーションを行なっ
たうえ、コンペで「きずな」が選ばれたもので
す。
　「きずな」は、市民によりよい公益活動情報
等を提供し、豊中の市民公益活動の活性化のた
めに、２００４年７月１日から市民活動情報サロ
ンを受託運営してきました。
　「きずな」は、豊中市市民公益活動推進条例
制定の動きに呼応して、それまでいろんな分野
の市民公益活動に携わってきていた市民が、新
たな価値観をもとに、縦割り的な活動の限界を
超え、横につながり、力をあわせて、「市民力」
で豊中の市民公益活動を活性化したいとの思い
でつくった市民活動団体です。
　会員は、福祉、国際交流、図書館、子育て、
教育、環境、人権など多様な市民公益活動に携

わっている市民・団体、市職員ＯＢ、議員、研
究者などで構成されています。
　「中間支援」組織であるということは、定款
にＮＰＯの各分野をトータルに事業として掲げ
ているネットワーク型のＮＰＯ法人であるとい
うことです。さらにいえば、「きずな」が自ら
の中間支援活動を、市民公益活動団体だけでは
なく、自治会など地縁型組織、市出資法人、市
民などをつなぐ「触媒的活動」と捉えているこ
とです。
　「きずな」は、受託した豊中市市民活動情報
サロンの事業をまじめにこつこつ推進しながら、
豊中の市民公益活動が豊かに展開するまちづく
りの触媒的役割を、さらに果たしていきたいと
思います。
　多くの市民の皆さんが、市民活動情報サロン
に気軽に顔をだしてくださり、情報を活用し、
サロン事業に参加して市民同士語り合い、絆を
深め、ネットワークを広げていただければ幸い
です。豊中市市民活動情報サロンでお会いしま
しょう！　　　　　（きずな代表理事　永田良昭）

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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主催：（特活）とよなか市民活動ネットきずな／豊中市

活動の楽しさ、魅力などをアピールしましょう！

パパネネルルにによよるる豊豊中中のの市市民民活活動動
と　き：６月４日(月)～７日(木) 午前９時～午後５時
ところ：豊中市役所第二庁舎１階ロビー
内容：市内で活動している様々な市民活動団体によるパネル展

　　　ほかに市民活動団体による相談会やミニロビーコンサート(12:20～13:00)などを予定

☆お問合せは「きずな」へ　TEL６８４８ー８９８９　　　※関連記事３ページ下もご覧ください
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「わはは」の愛称がぴったり。身体中に好奇心と前向
きな力が満ち満ちて、音楽と子どもの教育の話は汲めど
も尽きぬ面白さで圧倒される。
　大阪音大在学中から音楽教育に携わり、卒業後音大付
属幼稚園で働いたことがきっかけで幼稚園教諭免許を取
得。音楽教育と保育をつなげる人になろうと活動開始。
従来の堅苦しい音楽教育とは違う子どもの育ちに沿った
音楽教育の創造に携わることにしたという。
レッスンに来るなり「しんどい」「べつに」という子

どもたちが増えてきたことに危機感を募らせ、より一層
子どもの表現の可能性を求めて１９８８年、CREATE（創
造）・EDUTAINMENT（遊びと学び）・PEOPLE（人々）・
TRY(挑戦)がキーワードのＣEＰＴを設立。子どもが遊
びの中から楽しく発見したことを、音楽を学ぶ意欲につ
なげる教材を創ることに力を注ぐ。楽譜を読むだけでは
なく、鍵盤や五線上で徹底的に遊ぶところから始める。
子どもたちの想像力や創造力、考える力をこんなに楽し
い方法で育んだら誰でも音楽が好きになるだろうな、と
納得する。これほどワクワクどきどきを大切にしている
教育ってめずらしい。音楽に限らず今の教育全般に一番
欠けていることだと思う。

さらにわははさんは、音楽活動に、どんどん参加して
ほしいと、子どもたち自身が企画運営能力を磨きながら
参加体験するイベントをこまめに催している。それが、
毎年豊中市と共催している”音の絵本コンサート“とい
う大イベントに結実しているという。観客も参加体験し
て進行していくところなど、ありきたりの音楽イベント
でお終いとならないところが実にわははさん流。
　“ＣEＰＴの活動は市民参加型です”と明言するわはは
さんの目指すところは、企業や行政も含めた多様な団体が
つながり子どもの表現活動のためのイベントを催すことだ
そうだ。“きずなさん頑張って”とはっぱをかけられた。
きずなのメンバーもわははさんのワークショップを経験し
たらいいかもと楽しい気持ちになった。　　　　（鵜川）

Q．指定管理者制度って
前回、公の施設を民間が運営する方法として指定管理者制度が導入、
とありましたがどういう制度でしょうか？
NPOにとっては参入するメリットはありますか？

　

管理者制度って？
前回、公の施設を民間が運営する方法として指定管理者制度が導入、とありましたがどういう制度でしょうか？
NPOにとっては参入するメリットはありますか？

“音楽は社会に役立ってこそ価値がある”
　わはは流発見と実験の音楽教育
　　
　CEPT-音と遊びのプロジェクト代表　植田恵理子さん

Ａ. 指定管理者制度とは、公の施設(地方自治体
が設置した住民利用のための施設―公園・図書館
会館・体育館など)の管理運営を民間の団体に任せ
ることができるという制度です。より利用者ニーズ
に適した施設運営への期待と経費の効率化を目指し
て導入されました。非営利団体だけでなく、営利団
体(企業)も参入できます。従来の委託制度と違って
利用料金や参加費などが管理者の裁量で決められ、
独自の収益事業もできるメリットがあります。しか
しＮＰＯの参入はまだまだ低いのが現状です。
　豊中市では２９の施設が指定管理者となっていま
すが、ほとんどすべて随意契約で従前の運営団体が
指定されています。期間は大体５年。その後は運営
団体

団体を公募するようです。
　ＮＰＯにも参入の余地がありますが、指定管理者
になることが目的になってはならないと思います。
本来のミッションと照らし合わせて、指定管理者に
なることに意味があるかないか、しっかり検討する
ことが大事です。指定管理者になることでミッショ
ンの実現性が高まり、より効果的に事業を実施して
いくことで、社会にもまた自分たちの組織にとって
も有益と判断したなら、周到に計画をたてた上、ぜ
ひ挑戦してください。

　 参考図書「指定管理者とＮＰＯ」柏木宏著他
※情報サロンには他にも関連図書が多数あります。

  貸し出ししていますので、いつでもどうぞ。

観客席に巨大なサンマが出現！
観客全員でサンマの身を剥ぎま
しょう！
＜２００４年音の絵本コンサー
ト「めぐろのさんま」より＞

素人も玄人も、子どもも大人も
皆で一緒に舞台作り！
＜２００５年音の絵本コンサー
ト「シンデレラだ！」より＞
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  大阪カヌーイング協会は一般市民に対して、生涯スポー
ツとしてカヌーの普及・講習及び指導者の育成に関する
事業を行い、一般市民の健康と充実した余暇活動並びに
青少年の健全育成を機軸としたスポーツの振興と発展に
寄与することを目的とするＮＰＯ法人です。
  「カヌーの魅力に触れて欲しい」という想いからカヌー
仲間と共に始め、設立当初から自分たちのカヌーを持ち
寄って、講習参加者に指導するといった活動を行ってい
ます。
  今回お話をお聞きしたのは、大
阪カヌーイング協会副理事長の染
谷輝夫（そめたにてるお）さん。（写
真右）「カヌーは『危険なスポー
ツ』と一般的に認識されているか
もしれません。『転覆すれば死ぬ』
といった認識が多いのが現状です。
でも、カヌーは危険なスポーツではありません。水を熟
知した者が作っているのですから、元から転覆するよう
には出来ていないのです。事故なんて滅多に起こらない。
激流の中を漕ぐスポーツだと思われがちですが、緩やか
な小川で自然を楽しみながら漕ぐのが一般的なんです。
大自然を眺めながら親子の交流だって出来る。すごく安
全で楽しいスポーツなんですよ。」 とカヌーの安全性・
魅力について語っていただきました。
  「オリンピックを大阪に」という大きな目標を元に、
淀川でカヌー大会を開催した時の写真が飾られてありま
したが、大勢の参加者が老若男女問わず満面の笑みで映っ
ているのを見て、こちらにも大変カヌーの面白さが伝わっ
てきました。

  しかし、個人的に気になるのはやっぱりお金の面・・・
講習には沢山の参加費を支払わなくてはならないのだろ
うか・・・
 「こちらでカヌーから何から全て用意しますので、参加
者にお金なんてほとんどかからないんです。しかしこれ
からより多くの方に体験して頂こうと考えると、今のま
まではこちらの人数が追いつかなくなってしまいます。
ですので現在、カヌーのレンタルも考えています。そう
なると業者へのレンタル料の問題など運営面でも苦しい
状況になりますが・・・。ただ、お金は問題じゃないん
です。ボランティアというのは『してあげる』のではな
く『させてもらう』という意識でなくてはならない。だ
から私達も自分の好きなことを人にもわかって欲しいと
いう気持ちひとつで活動しているんです。」 と、これか
ら更に大きな活動をしようという向上心と、熱いまでの
ボランティア精神を感じました。
　カヌーを提供するというのは言葉では簡単に聞こえま
すが、カヌーを手入れするのは非常に大変で、２～３ｍ
もあるもカヌーを天日干ししなくてはなりません。持ち
運びにしても、車の上に乗せるだけで大変な作業。そん
な手のかかるものを「人の為に子どもの為に」といって
無償で提供できるのだから、そのボランティア精神は凄
いものだと感じました。
  「『水』というものは未知の世界で、だからこそ子ども
から大人まで水と接することに好奇心をかきたてられる
んです。水と接することはそれ自体が『冒険』なんです。」
という言葉に、市民活動を行う方の「熱さ」を強く感じ
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（錦織）

　　　　　　　　サロンの案内

豊中のNPO探訪
　　　　　　　　　　　その 1
　大阪カヌーイング協会

ウィークリーサロン　事前申し込み不要／参加無料
市民公益活動や地域課題について語ろう（５月～６月）

ＮＰＯ交流会　新しい出会いの場づくり
分野を越えた交流や情報発信をテーマに、市役所第二庁舎での
パネル展や豊中まつりに向けての意見交換をします。
■ ５月１５日(火) 18時３０分～20時 30分
   ところ：市民活動情報サロン

NPO と行政の協働
■ ６月２２日(金) 18時３０分～20時 30分
ところ：市民活動情報サロン
ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議アジェンダ２１
事務局長　井上和彦さん
ＮＰＯと行政の協働の事例はさまざまあります。ゲストととも
に実際の事例から対等性の確保や、特性を活かした事業を行い
成果を出していくか忌憚なく意見交換できればと思います。

誌上ウィークリーサロン
■ 隣の町の市民活動支援団体を知ろう
（3月 17日実施）
「市民のための「事務局」を目標に、
川西市の市民活動を推進するための
取組み」
NPO法人市民事務局かわにし
　副理事長　事務局長
　三井ハル子さん
「市民でできることは市民の手で」と熱い気持ちで
組織を立ち上げ、市民活動の拠点運営を目指した活
動だが、順調にはことは運ばず、疲弊気味の様子の
三井さんだった。
　しかし、めげずに事業をいくつも実施していてそ
のエネルギーにこちらが大いに刺激を受けた。これ
からはもっともっと情報交換をして、隣の町同士互
いに知恵を出し合っていきましょうと約束した。
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事務局　　　　　　　　のつぶやき
　複式簿記での会計？振替伝票をおこし現金出納簿に記入する？？簿記の知

識の無い私が、ゼロからスタートして約一年半、ようやく軌道に乗ってきま

した。引き継いだ当初、「お金に、だいたいはダメです」と

思わず言ってしまったこともありました。

　今後、不明な点は税理士さんの無料相談を利用し、専門家に

聞いて処理していきたいと思います。　　　　　　　（市川）

ホームページ探検隊　⑥

　

へへんんししゅゅううここううきき

今回の市議会選挙は、若い新人

候補が例年になく多く激戦だっ

た。11 人の新人議員の誕生。新

しい息吹を感じる今、議員の方

一人ひとりに市民自治社会につ

いて、そしてその重要な担い手

の市民活動について考えを聞い

てみたい。市民力を生かして具

体的に地域をどう活性化させて

いくかをしっかり考えて欲しい。

議員は市民の代表であるという

原点を忘れることなく、顔の見

える議員活動をして欲しいと切

に思う。期待してますよー！ (ま)

わーさんのお勧め本
「地域再生の条件」
本間義人著

★★★★★

発行：岩波書店

｢岐阜県の『高山市』は、平成
の大合併で東京都とほぼ同じ面積
になった｣といった『豆知識』か
ら、全国の数十の市町村の地域づ
くりの成功と失敗事例まで、この
頃の本屋に並ぶ｢すべて分かる｣本
に負けない密度の濃い本です。
地域再生の条件には、まず、こ
の国の地域政策が、どのようにし
て地域を衰退させてきたのかを教
訓とすべきだと、ピシャリ。次に、
全国総合開発法による国土計画や
農業政策、民活による都市再開発･
リゾート法がもたらした結果や、
こうした国の計画･構想に食いつ
いてきた地方の側の責任が明らか
にされます。
そして、この過程でないがしろ
にしてきた、そこに住み暮らすす
べての人々の人権を保障する地
域、地場産業で生活できる地域、
自然と共生し持続可能な地域、全
国画一的でヨコ並びではない地域
を、住民の意思で地域をつくるこ
とが、豊富な事例を添えつつ、再
生の条件として語られています。
　　　　　　　　　　　(平尾)

　　

。　　　　　　　（平尾）

会計担当

「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

　　　
http://www.mansion-kanrishi.com/toyonaka/
｢豊中マンション管理士会｣
　豊中マンション管理士会は、豊中を中心と
した分譲マンションの管理組合の運営・管理
を支援し、ご相談をお受けしようと、２００５年
３月に設立しました。
　活動のひとつとして、現在、毎月第２土曜
日の午後１時から７時まで市民活動情報サロンで、無料相談会を開き、
共同生活するなかで派生する、さまざま悩みや困りごとをお持ちの管理
組合の役員さんや居住者のみなさんにご利用いただいています。
　ホームページは、２００５年４月に開設しました。開設当初から私が
管理していますが、参考書を片手に悪戦苦闘しながらつくったのを覚え
ています。特徴のひとつは、(財)マンション管理センターのホームペー
ジにリンクしていただいていることです。現在、約８０のマンション管
理士会がリンクされていますが、ほとんどが都道府県単位などのマンシ
ョン管理士会です。一地域のマンション管理士会でリンクしていただい
ているのは東京都の区単位の管理士会を除いて、全国的に見ても珍しい
のです。これは、私の手柄というよりは、地域密着型の、地域の人たち
に顔の見える形で完全な非営利活動 を目指そうという、豊中マンション
管理士会の取り組みが評価されたことがメインだとは、思いますが、私
にとってはひそやかな自慢の一つです。
　相談会などの予定を分かりやすくお知らせすることが、第一の使命で
すから、内容は、開設以来あまり変更はしていません。活動記録や行事
予定などを更新する程度ですが、ホームページをご覧になられた方から
のご相談がよくあります。誰もが、読みやすく見やすくすることを一層、
心がけたいと思っていますが、今は、次のステップとして、より多くの
市民の方にアクセスしていただくにはどのようにすればよいかについて
考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中宏和）

きずなへの寄付と寄贈品のお礼（2007 年度）
●寄付金／総額　227,454 円

（敬称略）榎谷佳純　大台晴江　中野義澄　鵜川まき

　坂田慶子　永田良昭　平尾 和

●寄贈品／（敬称略）（株）大塚商会・文房具類 　
　ＮＰＯ法人国際交流の会とよなか(ＴＩＦＡ)・インクカートリッジ
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