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　「とよなか市民活動ネット きずな」は、このほ
ど、２冊の記録集を作成しました。タイトルは、「き
ずな文庫」で、これまで市民活動
情報サロンで実施してきたウィー
クリーサロンの記録を、編集した
ものです。ウィークリーサロンは
各分野の市民活動グループや専門
家、行政担当者の方々を招き、意
見交流を通して、参加者同士が気
軽に語り合う場です。
　「きずな文庫①・とよなかの市
民活動は、今」は、「とよなか市民活動ガイドブッ
ク Vol.1」の続編に当るもので全編と後編の２部構
成になっています。
　前編は、地域や校区福祉活動をはじめ、文化･表
現活動、都市化した豊中での環境活動、人権･国際
交流活動など、人･思い･活動スタイルのいずれを
とっても、個性と多様性に満ちている豊中の市民
活動の現状やこだわりについてまとめたものです。
　後編は、ＮＰＯ法と、市民活動、参加と協働な
ど、理想や理論と現実のギャップ、落し穴などを
考えるものになっています。
　また、｢きずな文庫②・子どもの周辺｣は、ウィー
クリーサロンの中から、子ども関係の話題を、
　

別冊にまとめたものです。
　子どもへの虐待、引きこもり、ニートの増加な

ど、子どもを取り巻く状況は大変
厳しいこのごろです。子どもに関
わる活動をしている市民活動団体
が連携して、より子どもたちが元
気に育つことができるまちづくり
の取り組みにつながればとまとめ
ました。
　市民団体の活動紹介だけでなく、
学びと情報収集を深めようと、市

の社会教育･人権施策等に関わってこられた上杉孝
實先生や、川西の「子どもの人権オンブズパーソ
ン」設立に尽力された吉永省三さんをはじめ、各
地域で活動をされている方々から、お話いただき
ました。
　頒価は各４００円（税込み、Ａ５版、①６０ペー
ジ、②８０ページ）。購入ご希望の場合は、特定非
営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな事
務局（電話・Fax０６-６８４８-８９８９または、
Ｅメール：mail@kizuna-toyonaka.or. jp）に
申し込んでください。
　ぜひ、ご一読ください。
　

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 ６

発行：2006 年 6 月／特定 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

豊中まつり２００６は
市民活動見本市“よってこ 市民おまつり広場”によっといで！
「きずな」が企画運営し、市民活動団体みんなで市民会 ゾーンを盛り上げます。

★市民活動の展示 交流・体験　★楽しいステージイベント

★子どもサイエンスひろば　★子どもフリーマーケット

★世界の と文化のふれあいひろばなどなど盛りだくさん

８月５日（土）・６日（日）午後２時～午後８時
豊中市民会館周辺（阪急曽根駅東側）

「「ききずずなな文文庫庫」」２２巻巻同同時時完完成成！！①とよなかの市民活動は今
②子どもの周辺

大人も子ども

も
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まず作業所内を案内される。イメージしていた
“作業所”というよりこざっぱりとした新築の“共
同住宅”という感じだ。
食堂のテーブルは時には休憩場にもなり利用者
それぞれの気に入った作業（？）が好きなところ
で好きになされている様子。
３階のミーティングルームのドアを開けると、
そこには悠々と横たわる人がいて、
にっこりと登さんに手をあげた。
｢この子（30 代？）はやっとここに自分の居場
所を見つけたんよ。よう見つけたなあ、と私は評
価してる｣　と、登さんは笑う。
この人たちの親には、「うちの子にも一般就労で
きるのじゃないか」という願いがあった。
開設時には一般就労へ向けての作業能力を高め
ることを目標にしてやってきたそうだ。けれども
黙々と作業する利用者たちの姿は痛々しく、日々
楽しく生き生きとした日常生活を目指すために、
スタッフ一同、表現活動を中心に据えて方向転換
をした。
そこに、和太鼓があった。
もともとは絵の先生。和太鼓もやっていて、美
穂呂という素敵な名前は芸名。

なぜ和太鼓なのでしょう？
この人たちは言葉も巧みじゃないし、和太鼓な
ら、どん！と叩けばどん！と返るでしょ。基本的
にあの人たちの持っているリズムというものがあ
る。とんとんかっ！かっ！というのもある。これ
は誰にでもすぐ入る。こちらがそれに合わせる。
夜スタッフだけで練習したりして、こっちに自信
がなかったらできない部分がありますよ。演奏の
中では何が起こるか分からない。スタッフ側の力
量、みたいなもんがありますやんか。この人たち
は身体で動いたり踊ったりする。聞き手も乗って
くれる。そうなると、わたしたち、ええことして
る！って思いますもん、その瞬間は！
こんなスタッフが待っていてくれるのだから、
少々の熱があってもお休みする人がないわけであ
る｡
目下の悩みは、
自立支援法によ
る予算、利用者
さんたちの仕事、
和太鼓の発表の
場の減少である。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（インタビュー 　高宮）

Ａ. 市民活動は行政のような税金という財源がある
わけではなく、企業のように直接相手から対価を得る

活動も少なく、資金調達には苦労されていますね。市

民活動の財源には会費、補助金・助成金、委託、事業

収入、寄付などがあります。

会費はＮＰＯの 旨や活動内容に共感し、運営のため

に提供される資金で、自由度の一番 い財源といえま

す。多くの市民活動団体は会費のみで運営されている

ところが多いでしょう。 　　

補助金・助成金は国・自治体や民間の助成財団などか

ら特定の事業に対して経費の全 または一 が助成さ

れるものです。 　　　　

委託事業は、自治体などの業務をより効果的に実

施するためにはＮＰＯなどに担ってもらった方が効

果が上がるという場合に、契約に基づき委ねられる

業務です。責任や成果物は本来委託元に帰属します。

それぞれメリットデメリットがありますので、団

体の目的や活動の効果をよく考え合わせて選択する

ことが大事です。資金回収できるような事業の開拓

や、寄付文化をもっと根づかせていくことなどもあ

わせて、多様な財源をもっと使いこなし、市民活動

の安定、継続を図り、バランスのよい運営をめざす

ことが望まれます。 　

（とよなか市民活動ネットきずな　坂田）

Q．市民活動の財源を確保するには？

和太鼓の演奏活動で
利用者自らの啓発を支える。
知的障害通所作業所あさひ会

　　　　　　　　登　美穂呂さん

市民活動Q&A
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　豊中市長選挙が終わり、淺利敬一郎さんが新市長になられました。公約された”参加
と協働のまちづくり” にご尽力いただくことを期待いたします。
　今回の選挙を機に、これまでとは一味違う市民運動が誕生しました。
　「豊中どうする?市民の会」の設立です。これまでの市民運動は、ちょっと言いすぎ
かもしれませんが、ややもすると「市民は正義」で「行政は悪者」的な構図で、“悪し
き物取り主義”的傾向が強かったように思います。「豊中どうする?市民の会」のユニー
クな点は、「“聞くふり”行政と“ごり押し”市民」「“がんじがらめ”行政と“おまか
せ”市民」という市民の会のコピーに表れているように思います。
　「市民の会」は、具体的アクションとして、3月 25 日に「豊中市政を考える講演と
トーク&トーク」を、4月８日に「私は豊中をこう改革する」と題する市民集会(市民
による立会演説会)を開催しました。当時、立候補を予定されていた浅利敬一郎さんと
熊野以素さんがお二人とも、「市民の会」の二つの集会に、ご多忙の中、それも最初か
ら最後まで参加してくださったことで、「市民を大切にしたい」との思いが感じられ、
今でも強く印象に残っています。
　新市長は、市民主権・地域主権を基調にし
てあらゆる主体との連携と協力によって、市
政改革をすすめると公約されています。しか
し、真の市民主体のまちづくりには、市民の
構想力・行動力・主権意識などいわば「市民
力」が問われてきます。
　さて、どうする？市民の会！そして、淺利
新市長！。

ウイークリーサロンに参加してみませんか？
７月　市民公益活動や地域 題について ろう

ところ：市民活動情報サロン　費用：無料　申込み：当日会場

▼市民がつくるまつりになって 10 年「豊中まつりの歴史」

　　７月１３日（木）１８時３０分~２０時３０分

　　豊中まつり実行委員 　芳村　幸司さん

▼子どもたちを出会わせる

　「授業で、班で、行事で~豊中三中の実

　　７月１５日（土）１０時~１２時

　　元市立小学校 　新開　惟展さん

▼ 昔の豊中を知る　「 年発掘された埋蔵文化財が る

　地域と集落の変遷　新免ムラを中心に」

７月２０日（木）１８時３０分~２０時３０分

　　地域教育振興 職員

▼市民活動 Q&A
　ＮＰＯ法人とは　̶法人格取得はよく考えて

７月２８日（金）１８時３０分~２０時３０分

（特活）とよなか市民活動ネットきずな

誌上ウイークリーサロン

６／２３ 市民活動Ｑ＆Ａ
印刷物によるPRのコツ
フリー編集者：

兼田由紀夫さん

　「はばたけ チラシ」のキャッチフレー

ズが目を引くお手本のチラシを見なが

ら、低予算でも効果的なチラシにする方

法や、市民活動グループが作るときに注

意すべき点などを聞きました。例えば、

連絡先や主催者名を明記する、誤字脱字

は信用を得られないなど、実 的な内容

でとても参考になりました。

　「いろいろえんぴつ」を講評してもらっ

たところ、「これからも自分達で“メディ

ア”を作る楽しみを大切に作り続けて」

とうれしい声援をいただきました。

　

豊中市政を考える Part.2 「私は豊中をこう改革
する」会場で　２００６．４．８（市民会館）
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　　　　　　　　　　市民活動と行政組織、意志決定の早さを比べたら、

　　　　　　　　　圧倒的に「行政組織」が優位に立つ。市民活動は「考

　　　　　　　　　えが」まとまらないのかと思うほど、紆余曲折を必要

　　　　　　　　　とするようだ。カリスマ市民活動家がいれば事態は急

　　　　　　　　　変し、即実行、驚くべき早さと成果を上げる。しかし、

この活動方式は、次世代の活動家を育てるには不向きな方式といえる。

　今日、次世代の活動家を育て、活動の継続のために「組織」を作る。多

人数が参加し、組織を運営しようとするから「事務局」という役割がうま

れる。事務局とは、裏方の現実の実務をこなし、

法人の理念をささえ、法人の「理念」と「現実」の

差を埋めて繋いでいく。 田は「水面に落ちる石」、

波紋を投げかけ「理念」から「現実」を す、役。。。

果たすつもり。　　　　　 　　　　　　　　（ 田）

ホームページ探検隊　④
http://www.ciltoyonaka.com/
特定 営利活動法人ＣＩＬ豊中

ＣＩＬ豊中は、障害者が地域で自立
生活を送るための、介護者派遣やピア
カウンセリング、自立生活プログラム
や外出支援事業をおこなっている障害
者団体です。1993 年４月に立ち上げ
ました。
ホームページは、最初は 2000 年４月に開設し、現在のものは４代目に
なると思います。私が管理するようになったのは 2003 年の秋頃で、当時
はまだホームページを勉強し始めてほんの数ヶ月だったのですが、急ピ
ッチでビルダーの使い方を覚えていって、現在に至っています。
私自身、まだまだあまり高度な技術は持てず、多少の小技や演出は出
来ても、全体としては至ってシンプルな造りにとどまっています。ただ、
見やすさと扱いやすさをモットーにしたいので、あまり難しいことが出
来なくてもいいかな？とも思っています。
ささやかな工夫点としては、トップページの壁紙を、四季＋クリスマ
スの５種類のバージョンにして常時表示しているのと、ほかのページで
も、内容に近い雰囲気の壁紙を作る場合があることですね。また、文字
の多くを太字にし、フォントも少し大きめにした上で、行間も少し空け
るようにして、目が疲れないようにしています。
写真も少し大きいものはありますが、なるべく見やすく、画質もきれ
いなものを選ぶよう心がけております。タイトルロゴも、少しアクセン
トを加えて、インパクトのあるものにしてみることがありますね。
なお、ＣＩＬ豊中は事務所が２つに分かれており、それぞれ独自に事
業をしているため、ホームページでも、トップページからいきなり各事
業内容のページにリンクすることが出来ません。そのため、両事務所の
ページへの入口（事務所の写真を表示）にカーソルを当てると、画面が
変わって事業内容が表示されるように処置しています。（ＣＩＬ豊中・根箭）

わーさんのお勧め本

日本中世に
何が起きたか
市と宗教と

資本主義

網野善彦 著
★★★★☆
発行：洋泉社

　｢市場原理主義｣とか｢小さい
政府論｣は、今どきの話題です
が、この本は、市場と政府の
関係へのまなざしを中世にま
で向かわせます。｢市場｣とい
う言葉は中世では｢市庭｣と書
くのが普通だった…。これま
での歴史家は、｢市庭｣の史料
を、領主が｢市庭｣を支配して
いたことを示す史料として使
ってきた…。が、実はそうで
はなくて、｢市庭｣の側から見
れば、領主の私的な支配を拒
否する原理があったことを示
す史料…というのが網野さん
の提起です。
　ヨーロッパでも、最初は領
主の支配下にあった｢市場｣が、
やがて独自な都市に発展して、
自治都市になっていく…でも、
日本は、そうならなかった…。
｢市庭｣には、網野さんの別の
本の題名にもある｢無縁･公界･
楽｣という｢広場のルール｣があ
り、兄弟や親といった関係が
全部切れた完全な個人が交易･
交流した…。とすれば、明治
以降の日本は、この数百年の
空白を大急ぎで埋めようとジ
タバタしているのかもしれま
せん。　　　　　　　（平尾）

事務局の

つぶやき

●

「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 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（ 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

へへんんししゅゅううここううきき

憲法談議、国民投票法案、教
育基本法の見直し、共謀罪の新
設とこのところ目白押しである。
一般の人にはゆっくり理解す
る時間も与えられない。それで
も国は強引なまでに先を急ぐ。
せめて法案を理解して、なにが
どう決るのか納得してからでも
遅くはないのではないか。
国民のための法なのだから。

　　　　　　　（高）
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