
とよなか市民活動ネットきずな　ニュースレター

いろいろえんぴつ 10
発行：2008 年 1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

　私たちのまち（豊中）では、昨年の４月に「豊中市自治基

本条例」が施行されました。

　この条例は、市民が市政に参画し、行政（豊中市）との恊

働の担い手として自治体運営にかかわり、“市民が主役 ”

のまちづくりを進めていくことを目指したものです。

　しかしながら、この条例は、私たち市民が具体的にどう

かかわっていったらよいのか、つかみどころがない程、広

くて深いものです。

　そこで市は、その手はじめとして、この生まれたばかり

の条例がより多くの市民に理解され、有効に活用される

ことを願って、「豊中市自治基本条例の活用を進める事

業」を実施し、この事業の受託団体を募集されました。

　「きずな」は、この事業が、条例ができてはじめてのもの

であることに着眼しつつ、今は具体的なものは見えてい

ないけど、歩きながら考えていけば何か見えてくるだろ

う。ともかく、チャレンジすることに大きな意義があると

いう認識のもので応募し、受託しました。

　受託した内容は、自治基本条例についての「フォーラム

の企画・運営」と「印刷物の企画・作成」等です。

　もとより、「きずな」は活動歴も浅く、小さな団体です

市民が主役のまちづくりをめざして市民が主役のまちづくりをめざして

が、一人でも多くの皆さんの参加を得ながら行政との恊

働を進めていく、という基本姿勢でこの事業に取り組ん

でいます。

　「フォーラム」の内容については、この条例ができたこ

とによって、情報公開やこれからの地域コミュニティが

どう変っていけばいいのかなどを長期的な視野にたった

議論をし、その中から今できることを見出していく、そう

いったものができたらと考えています。

（きずな・自治基本条例受託事業事務局　吉村　貞介）

　

「豊中市自治基本条例の活用を進める事業」を
「きずな」が受託

ちょっと早めの忘年会
P

豊中市自治基本条例
キックオフフォーラム

と　き：２月１６日（土）
　　　　午後２時〜午後４時３０分

ところ：千里文化センター「コラボ」
　　　　２階多目的スペース（新千里東町）

内　容：自治基本条例を活かしていくための課題と可能

　　　　　性を語り合う基調講演、パネルディスカッション
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　環境展2日目、12月 8日土曜日に市民文化祭を開催

しました。92歳の方も出演する大正琴の演奏に始まり、

なつメロコーラス、フラダンス、ママさんストリートダンス、活気あふれるソーランや

和太鼓演奏、民謡踊り、楽しいバルーンアートなど見応えのある舞台となりました。

出演団体で作った実行委員会のメンバーもこの催しを地域で文化活動に取り組む人たちの発表

の場としてさらに充実させていこうと、もう気持ちは次回に向かっています。
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きずな
人往来

｢楽しい｣をキーワードに、
子どもにかかわる全ての
人たちと共に活動。
「子育てサポートグループ your friend げんき村」副代表

　　　　　　　　　　　　　　松下真由美さん

　「Your friend げんき村の活動を始めたのはなぜ？」の問い
に、型にはまらない熱い生き方の中に答えがあった。
　18 歳まで高知で育ち、進学のため来阪し保育士となる。服
部で暮して30年余り、保育所、旅行社勤務、洋品店経営、個人
無認可 24 時間保育所経営など結婚と子育てをしながら、や
りたいことを精一杯やってきた。12 年前からまつした家庭保
育所の運営に携わる。｢動いとかんと死ぬねん。失敗も成功も
含めて動いただけ肥やしになる｣そして「やればやるほど自分
は無力やなー、周りの人のおかげで生きてるんや」と実感。自
分を育ててくれた服部に子どもに関わる活動を通してささや
かな恩返しをしたいと思ったという。
　親なれば誰しも子育てに悩む時がある。松下さんにもそん
な時があった。中学生の息子さんの交友関係を心配して「あん
な子たちと付き合わんほうがええよ」と言ったら「僕の大事な
友達やねんで」と逆に諭された。大いに反省した松下さんは
「明日からうちで遊び！」と、家庭や学校や地域で疎外されて
いた７人の子どもたちの居場所づくりに自宅を開放。彼らの
悩みや勉強の相談を受けたり、その親たちも含めて子どもの

人権の勉強もした。さらに｢高校に行きたい！｣という願いを
実現するため、家族や地域の人々の理解や協力も得て、毎日
夜遅くまでみんなで勉強し、全員の合格を果たした。その感
動的な経験から地域の力を実感し、「自治会や子ども会がな
い服部元町でも、何かを軸にしてつながっていかなあかん」
と考え、げんき村の活動を本格的に始めたのだという。
　他にも理由がある。家庭保育所では 0 歳から 1 歳の乳児
12 人を毎年預かる。｢保育を語らせたら右に出るもんはおら
んぞ｣という自負がある。運営の基本は、子ども中心に考える
こと、子育てに悩む親に価値観を押し付けず考えをよく聞く
こと、卒所した子どもたちや保護者、地域の人とのつながり
を大事にすることである。市民の税金である補助金が使われ
ているからこそ、きっちり子どもに返したいという思いが強
い。しかし補助金を受けているとどうしても縛りがある。げ
んき村の活動がそれを補うと考えた。今まで活動場所に困っ
たが、ついに念願の拠点も見つけた。子どもや親の居場所づ
くり、子どもと大人のお楽しみ広場、傾聴ルーム、芸術・文化
の支援活動などをさらに力強く展開する予定だ。
　行政との協働は大事と考えるが現実は厳しい。行政は保育
の現場をもっと知ってほしいと松下さんは言い続けている。
「私は好奇心一杯のおっちょこちょいでノーテンキ」と言い
ながらの交流力が光る。交流しながら行動することが人を創
るということを改めて知った思いがする。いつの間にか周り
の人が彼女の元気に巻き込まれるのだ。　　　　
　「めぐり合いやご縁が自分の財産」という松下さんだが、げ
んき村の代表をされているお連れ合いとの出会いが一番の
宝物でしょう？きっと。　　　　　　　　　　　　　（鵜川）
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町内会で季節に応じた催しや地域の公園の清掃活動などをしています。

通学の子どもたちへの声がけや、通勤の人たちと挨拶をしたり、

知らなかった住人同士が言葉をを交わすようになりました。

参加者も多くなり、道具も新調したいのですが、資金がありません。

豊中市の助成金制度は町内会も申請できるそうですが…

Q
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　この制度は公益活動を行う団体、行おうとする団体

に対して、公募し審査を経て助成が決まります。

　町内会が、構成員のためではなく、地域のために行う

事業は対象になります。ただ道具が欲しいからという

のではなく、これまで行ってきた活動が助成金を得る

ことでさらに充実し公益性が高まるということを訴え

ることが大事です。清掃活動がおっしゃるように、地域

での交流、見守り、安全活動として定着し、安心安全な

住みよいまちづくりに役立っていることをアピールし

ましょう。

　なお、豊中市には公園などの清掃活動やまちの緑化

活動にたいする助成・支援制度もあります。

豊中市公益活動推進
助成金は町内会も
申請できます。
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豊中のＮＰＯ探訪

プリムラは大阪の花「さくらそう」のことで、花言葉が「希望」であり、男女共同参画社会の実現への希望をたくすとい

う意味を込めて、「プリムラ賞」と名づけられました。きずなの団体会員でもあるオリーブの園は先駆的な活躍によっ

て、2007 年度男女共同参画の推進に貢献した団体として顕彰されました。

おめでとうございます！
NPO 法人 オリーブの園が「大阪府女性基金プリムラ奨励賞」を受賞 !!

『障害をもつ仲間と共に歩む豊中若者の集い』
「豊中若者の集い」事務局を長年担当されている齊喜慶三（さい
きけいぞう）さん（豊中市進路保障委員会・障害児委員会事務局・
豊中市立第五中学校の美術の教諭）からお話を伺いました。

　『障害をもつ仲間と共に歩む豊中若者の集い』通称「豊中若者

の集い」は、豊中市の小中学校の校長や教諭で組織される『豊中

市進路保障委員会』の中の障害児委員会に所属しており､1985

年から活動を開始、2004年に 20周年を迎えました。

　主な活動は､豊中市立の全中学校を対象として､卒業生・保

護者・教職員に呼びかけ､障害のある仲間と共に生活するため

の悩みや取り組みの交流を図る行事を､年に２回のペースで企

画・運営することです。実行委員会のメンバーは､主に豊中市

立中学校の卒業生約 60 名。中学時代から実行委員を続けてい

る人もたくさんいます。

　「豊中若者の集い・歩道調査ユニット」は 2004年、市の協働

事業提案制度に『誰でも安心して利用できる歩道の実現を図る

ための実地歩道調査』を提案し、協働事業に選ばれました。現在

は「歩道調査マップ」を作成、ホームページでそれを公開してい

ます。

「ある日、電動車イスに乗った友人と車通りの激しい車道を
通っていた時、彼が『歩道は段差で終わるところがあったり、傾
いていて車輪とられたりするやろ。歩道は車道よりも危険なん
や！』と言っていたのを聞いて、彼の為に豊中の歩道で危ないと
ころがわかる地図を作ろうと思ったことが、「歩道調査マップ」
を作るキッカケになりました。ちょうど、若者の集いの『夏の交
流会』で行っていた、車いす体験などの延長線上の取り組みとし
て、実行委員の有志によるメンバー（ユニット）で調査を開始す
ることになりました。とはいえ一人で調査することも多く、夏は
熱中症になるわ、冬は手がかじかんでうまく書けないわと、苦労
は絶えません。」

協働して、今は・・・
　「市との協働事業ということで、ホームページ制作費としての
予算が40万円つき、マップの公開を行うことができています。
しかしこれは、障害のある人たちの為だけのものではありませ
ん。ホームページもマップも、視覚に障害のある人たちには見る
ことが出来ないし、ほかの障害のある人たちにしても、わざわざ
ホームページを見て、マップを印刷して持ち歩くかといえば、私

はそうは思わない。このホームページやマップというものは、そ
の地域に住む人たちに『自分の住んでいる近くの道路がいかに
障害のある人たちにとって危険なものなのか』を知ってもらう
為に作ったんです。それを知ることで市民が、障害のある人たち
に『その歩道は段差で終わっているから、行かないほうが良い
よ！』と伝えられたら、これ程素晴らしいことはない。

当初の本音としては、歩道に『落書き』がしたかったんです。
『この先、段差アリ』という落書きがあれば、障害のある人たちは
マップを持たなくても済むし、地域の人間でなくても障害のあ
る人たちの手助けをすることが出来る。（このことについては、
落書きではなく、障害のある人たちの為の立て看板を設置する
ことを市と検討中です）私たちがホームページで『それでも街に
でかけよう！』というタイトルをつけているのは、私たちの活動
が「歩道の危険性」を訴えるだけのもので終わらせるつもりがな
いからであって、今はホームページの公開だけになっています
が、これから市と一緒に、豊中の歩道に限らず､街にあるたくさ
んの「バリア」と、私たちを含めた市民の「心のバリア」を無くし
ていこうと考えているんです。そういうまちづくりこそが私た
ちの理想ですから。」

齊喜さんがここまで続けて来れたの

にはある理由が・・・
　「私にとっては豊中六中にいた10年間と「若者の集い・実行
委員の存在」が大きかった。六中の卒業生たちや、実行委員の人
たちは、今でもまだ障害のある仲間の為に「若者の集い」を中心
に活動をしているんです。実行委員の内７名は教育現場で働い
ていますし、２名は今年豊中で採用されました。『綺麗な生き方』
だと思いませんか？私は彼らの姿を見て、いつも負けられない
なと思っているんです。」

生徒の綺麗な心が教師の心を動かし、

そこに綺麗な関係が生まれる。
　マスメディアでは毎日のように教育現場の問題が取り上げら
れていますが、ここ豊中にはこんなにも美しい教師と生徒の姿
があるんだと思うと、とても嬉しくなりました。　　　　（錦織）
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ホームページ探検隊 ⑧

　こ の 本 を
買ってしまっ
た自分は、不自
由なんだろう
か、など気になりつつ読みました。
話の始まりは、戦場から帰ってき
た団塊の世代の親たちの｢自由｣で
す。それまでの｢…『不自由』からの
無制約な解放｣-敗戦直後のカスト
リ雑誌の爆発的ブーム…、この親
たちを含めた次の時代には、鬼監
督･大松の｢おれについてこい！｣
から、あしたのジョーの｢真っ白な
灰に燃え尽きる自由｣へと続きま
す。いま、地域が大量に迎え入れよ
うとしている｢団塊の世代｣は、こ
の時代を背負った人たちなんだ
…。さらに話は、団塊の世代の子ど
もたちをとらえた尾崎豊、｢大人に
なるって…｣の苦悩に応えようと
した｢エヴァンゲリオン｣に続き、
今日の格差社会と閉塞感をどうす
れば克服できるか等々…、本の小
見出し紹介になってしまいました
が、自分史とこの｢自由｣が折り重
なった社会の行方も気になりま
す。　　　　　　　　　　　(平尾)

わーさんのお勧め本
「自由に生きるとは
どういうことか」
ー戦後日本社会論　
( ちくま新書 )

橋本努著
★★★★☆
発行：筑摩書房

編集後記事務局の　　　　　　　2007-12
　新しい活動や取組みに手を出すと、当然なことですが、新しい資料や文書が増
えます。行政との｢協働｣や｢受託｣などすると、これも、当然なことですが、行政の
内で通用するよう、文書の形式や、活動の目的を行政職員が理解できるような説
明が不可欠になってきます。税務署や法務局などへの｢届出｣事務ほどとは言いま
せんが、きずなに限らず、他のグループでもこの種の負担感に追っかけられてい
るのではないでしょうか。事務局のしごとを｢標準化｣し、応援してもらいやすく
しようと言いつつ、次から次に追いまくられているこの頃です。　　　　　(T.H)

つぶやき

　豊中市新千里東町には、多くの団体があ
り、自主的に活動をしています。
　2000年、地域の主要４団体（公民分館・防
犯・福祉・自治会協議会）が、合同の地域誌「ひ
がしおか」の発行・全戸配布を開始しました。（年7回）
　6年経過した2006年に、「ひがしおか」をベースにして、ITを利用した情報発信・
共有化を進めたいとの声があり、2007年 11月、「ひがしおか」の編集・発行を担
当している新聞委員会がホームページを立ち上げました。
＜ねらい＞新千里東町は、千里中央の商業地区と隣接する集合住宅から成り立っ
ている街です。商業地区・集合住宅ともに、開発後40年経過し、再整備・建て替
えがおこなわれています。それに伴い、多くの住民が入れ替わり、また交通の利便
性から、転勤族の入居も多い住宅街となっています。
　このような中で、新しい住民の方々に積極的に地元の各種団体活動の参加して
もらうためには、地元の情報開示が不可欠で、「ひがしおか」のみでは不十分である
との認識のもと、ホームページの設計を行いました。
＜設計方針＞すべての住民を対象に、お知らせをトップページに配置しました。そ
の下に、地域を紹介するページと利用者層を想定したページを置きました。
　情報は、見出しを最初に表示し、クリックして詳細を表示する形式としました。
同時に、インターネットにあるものは、できるだけ利用しやすいようにリンクを
張っています。また、ページ構成は、簡単で、新しいページの追加が容易です。
＜更新＞トップページのお知らせは、情報を入手次第掲載しています。その下の情
報は、「ひがしおか」の原稿などを通じて、各団体からの情報提供があり次第更新し
ています。
＜今後の計画＞「住民参加ができるページにしたい」「自分の自治会のページを」等
の要望があります。準備ができたところから追加していきたいと考えています。
  このホームページは、生まれたばかりです。地域の皆様の声を聞き、お役に立つ
ページに育てていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ホームページ管理人  寺村）

URL　http://e-senri.jp
新千里東町ホームページ

１月のウィークリーサロン　
■住宅都市のルーツを探る　
日時 :１月１８日（金）１８：３０～２０：３０　場所 : 市民活動情報サロン　
豊中市地域教育振興課　服部聡志さん

■家庭生活を奪われた子どもを誰が守りはぐくむか
日時 :１月１９日（土）１０：００～１２：００　場所 : 市民活動情報サロン　　
国際フォスター機構理事　渡邊守さん

■曽根地域における市民と行政の協働
日時　１月３０日（水）１８：３０～２０：３０　場所 : 中央公民館 (曽根東町）　
まちづくり協議会そね２１の会代表　吉岡正起さん

「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 

４

デザインを担当していて苦労するのは、
文字の大きさ。「いろいろえんぴつ」は、
４ページという限られたスペースに編集
員の熱い思いが、ぎっしり詰まっている
から、文字が小さくなりがちだ。バリア
フリーな読み物にしたいから、少しでも
大きな文字で、デザインもかっこよくと
いつも悩みながらつくっています。　（み）
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