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ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター）からのお知らせ
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こんにちは。ラコルタの李です。
今回のメールマガジンでは、主に 11 月のラコルタの講座・イベント情報と
助成金情報をお知らせします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ラコルタチラシ同封サービスを利用しませんか？
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ラコルタ貸事務ブース入居団体募集のお知らせ

※会場が明示されていないものは、ラコルタで開催します。
※費用が明示されていないものは、無料です。
※対象が明示されていないものは、関心がある方どなたでも参加できます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜1＞

広報力 UP 講座 第 3 弾～仲間づくりのためのアピール術～

facebook、広報誌など、広報に必要なツール（道具）の使い方を学んできました。
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第3弾では、団体のアピールの仕方についてワークを交えながら学びます。
［日時］11月14日（金）午前10時～12時
［定員］先着 20 名
［講師］如月オフィス 川畑 惠子さん
編集プロダクション等を経て 93 年からフリーランスに。編集者、ライターとして
福祉、医療分野を主に手がける。大阪ボランティア協会で「市民プロデューサー養成
講座」「市民ライター養成講座」等企画実施するなど、NPO・市民活動の推進に長年
関わってきた。
要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141114kouza/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜2＞

テーマカフェ「多文化共生を『地球人』として考えてみませんか？」

ゲストの方を囲んで、国籍、言語、文化などの違いを認め、尊重しあう「多文化共生
社会」を実現するために「私ができること」を話し合いませんか。
［日時］11 月 15 日(土) 午後 6 時～7 時 30 分
［定員］先着 10 名
要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141115event/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜3＞

市民公益活動団体のための会計相談日

ご相談ください！税理士がお答えします。
［日時］11 月 16 日（日）午前 10 時から午前 12 時
［対象］市民公益活動団体役員、会計担当者
［定員］各回先着 2 組（1 組当たり最長 1 時間）
［締切］11 月 9 日（日）
要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141116soudan/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜4＞

転入者限定まち歩きツアー

北部コース

過ごしやすくなったこの季節に、転入者同士親睦を深めながら、吹田のまち・施設
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巡りをしませんか？体力やご都合でコース途中までの参加も歓迎します。
［日時］11 月 16 日(日) 午前 10 時～午後 2 時 30 分
［集合場所] 夢つながり未来館１階エントランスホール
［対象］吹田市へ引っ越してきた人や家族
［定員］先着 15 名
［費用］さたけん家でのランチ代 500 円
［講師]

特定非営利活動法人吹田歴史文化まちづくり協会

吹田まち案内人

要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141116event/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜5＞

ほうしゃのうと暮らしのおしゃべり会

放射能について、東日本大震災による自主避難者の方と一緒にお話しませんか。
［日時］11 月 16 日（日）午後 1 時 30 分から 4 時 30 分
［会場］ラコルタ会議室2・3
［対象］避難者や放射能に関心のある方々
［費用］1家族100円（保育あり）
保育が必要な場合のみ要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141116event-2/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜6＞シンポジウム「子どもの貧困について考える」
修学旅行に行けない、塾や習い事に通えない、友だちとキャンプに行けない、食事は
1 人がほとんど。厚生労働省の調査によると、いま日本には、6 人に 1 人の割合で
こういった子どもたちがいます。
今回のシンポジウムでは、子どもの貧困とは何かを学び、そのような現状にある
子どもたちと日々関わっておられる方々に事例発表していただきます。
［日時］11月22日（土）午後2時～4時30分
［定員］先着 40 名
［講師］
《基調講演／コーディネーター》
宮里 慶子 さん（千里金蘭大学 生活科学部 児童学科 准教授）
《パネリスト》
長谷 清香 さん（青少年活動サポートプラザ ぷらっとるーむ吹田 青少年相談員）
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森本 英之 さん（吹田子ども支援センター 代表）
村井 琢哉 さん（NPO 法人 山科醍醐こどものひろば 理事長）
要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141122kouza/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜7＞

まなぶひ

～本気で遊ぶ・本気で学ぶ～

多世代がいっしょになって本気で「遊び」「学ぶ」時間を共有するイベントです。
［日時］11 月 23 日（日）午前 10 時 30 分から午後 5 時
［費用］1家族1500円（ワンコイン講座チケット1枚付き）
講座によっては要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://manabuhi.jimdo.com/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜8＞

転入者限定まち歩きツアー

南部コース

過ごしやすくなったこの季節に、転入者同士親睦を深めながら、吹田のまち・施設
巡りをしませんか？体力やご都合でコース途中までの参加も歓迎します。
［日時］11 月 30 日（日） 午前 10 時～午後 2 時 30 分
［集合場所] 阪急吹田駅西口（メイシアター側）
［対象］吹田市へ引っ越してきた人や家族
［定員］先着 15 名
［費用］浜屋敷での宅配ランチ代 500 円程度
［講師]

特定非営利活動法人吹田歴史文化まちづくり協会

吹田まち案内人

要予約、詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141130event/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜9＞

助成金情報

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

平成 26 年度助成事業

募集要項を必ず確認して、応募してください。
[対象事業]
比較的小規模な施設の事業充実のため、また障害者支援等で財政的な裏付けの少ない
先駆的な試みや開拓的な事業。（事業運営に必要な設備備品の購入に対する助成）
[対象団体]
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社会福祉法人及び特定非営利法人、任意団体等
[助成金額]
１団体20万円を上限とする。（総額700万円を予定）
[応募期間] 平成27年1月10日まで、当日消印有効。
[応募方法等]助成金ホームページをご参照ください。
http://www.aikei-fukushi.org/news/657/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜10＞

助成金情報

公益財団法人ヤマト福祉財団

障がい者福祉助成事業

[対象事業]
会議・講演会・研修・出版・啓発・調査・研究・スポーツ・文化事業・活動
[対象団体]
福祉施設・事業所
[助成金額]
最大10件助成。（総額100万円）
[応募期間] 平成27年1月10日まで、当日消印有効。
[応募方法等]助成金ホームページをご参照ください。
http://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜11＞

ラコルタチラシ同封サービスを利用しませんか？

市民公益活動センター「ニュースレター」と一緒に貴団体のチラシを同封して、団体
の活動をアピールしませんか？
［発行日］12 月 2 日（火）

※年 4 回発行

［締切日］11 月 25 日（火）
［申込］締切日までにセンターまで同封希望のチラシを 450 枚お持ちください。
※1 団体につき 1 種類まで。A4 サイズ（A3 サイズのものは 2 つ折り）以下。
公益性がないと判断した場合はお断りすることがあります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜12＞

ラコルタ貸事務ブース入居団体募集のお知らせ

ラコルタには、市民公益活動団体が簡易事務所として活用できる貸事務室スペースが
あり、平成 26 年 11 月 1 日(土)より使用可能な 1 区画（1 団体）の入居団体を募集し

5

ています。
申込後、団体の活動状況や貸事務ブースの利用予定の把握のために面接を実施しま
す。面接の結果、ご利用いただけない場合もございます。入居を希望する団体は、
ラコルタ開館時間内に、申込書類を提出していただき、利用が決定した団体には、
速やかに本申込みをしていただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://suita-koueki.org/141002sonota/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「ラコルタ通信」は、市民公益活動にご興味がある方を対象にお送りするメール
マガジンです。ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター）は、吹田のボランティ
ア、NPO 活動、地域の活動を応援します！
◆本メールは、送信専用アドレスですので返信を受付できません。編集担当へのお便
り、ご感想ご意見、配信停止・登録削除は info@suita-koueki.org まで。
◆このメールに心当たりのない場合は、お手数ですが破棄願います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行：出会う→集う→育てる→実る
ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター）
〒565-0862
吹田市津雲台 1 丁目 2 番 1 号
千里ニュータウンプラザ 6 階
TEL 06-6155-3167

FAX 06-6833-9851

E メール info@suita-koueki.org
ホームページ http://suita-koueki.org
Facebook

https://www.facebook.com/raccolta.suita
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