ラコルタからのお知らせ
※費用が明示されていないイベントは無料です。
※申込期限が書かれていない場合は当日までです。
※お申し込み ・ お問い合せはラコルタまで。

自分にあったボランティア活動を
見つけませんか？ ～市民公益活動入門講座～
ボランティア活動や地域活動をしたい方、市民公益活
動について知りたい方が対象です。
●日時：6 月27日（木）､ 7 月25日（木）､ 8 月22日（木）
各 13:30 〜 15:00

ともに学び、ともに考えよう！～ＮＰＯ法人入門講座～
ＮＰＯ法人を知りたい方、法人化を検討されている団
体のための講座です。
●日時：6 月21日（金） 14:00 〜 15:30
8 月28日（水） 19:00 〜 20:30

これからの社会に必要な成年後見制度とは？
～（講演 ・ 討議）地域における権利擁護活動の視点から～
●日時：6 月30日（日） 14:00 〜 16:30
●定員：先着 50 名
●対象：主として支援者、高齢者支援や施設を運営する
NPO 法人など

市民劇団「化け猫一座」演劇公演
タイトル「貴方らしく」 ～硝子の向こう側より～
●日時：7月7日（日）13:00 〜 14:30、15:30 〜 17:00 の
2 回公演
●定員：各先着 70 名

「仲良くなる」から「ケンカもできる」コミュニケーションへ
～人権の視点から市民公益活動を進めるために～
●日時：7月19日（金）14:00 〜 17:00
●定員：先着 30 名
●対象：市民公益活動団体役員・会員・ボランティア等の
活動メンバー
●申込：７月2日（火）から

ＮＰＯの悩みを解決！～ＮＰＯ法人専門相談～
●日時：7月19日（金）15:00 〜 20:00 ●申込：要予約

その 他の 施設の ご案内
※費用が明示されていないイベントは無料です。
※申込期限が書かれていない場合は当日までです。
※お申し込み ・ お問い合せは各施設まで。

<発行責任者＞柳瀨真佐子
<編集スタッフ＞茨木由美・岩井聰・鍵谷誠一・
佐藤和男・ 李 顥 (五十音順）
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センターの方針
①市民公益活動を行うＮＰＯや
ボランティアの活動を支援する
②何か社会に役立つことを
はじめようとする市民や
事業者を増やす
③それらと教育 ・ 研究機関や
行政との間で交流を深めて
情報を共有する
④それらの協働を推進する

浜屋敷 ～吹田歴史文化まちづくりセンター～
電話：06-4860-9731

浄瑠璃と紙芝居
中西らつ子の描くイラスト紙芝居と文楽のコラボによる
「本朝廿四孝」（十種香の段）!! ナビゲーターは落語作家の
小佐田定雄。 出演者によるトークショーもあり!!
■日時：6 月 30日（日）14:00 〜 16:00
■定員：80 名 ■費用：2,500 円
■申込：6 月 1 日（土）よりチケット販売

ラコちゃん

ルタちゃん

3月23日( 土 )「南千里かえっこバザール」を開催しました！
昨年末より市民実行委員を中心に準備をすすめてきましたが、１月と２月の
プレイベントを経て、無事３月２３日に本番を迎えることが出来ました。

夢つながり未来館
電話：青少年活動サポートプラザ 06-6816- 8552

第３回 青少年活動サポートプラザ夏祭り
～夢つながり、始めました～
■日時：8 月18日（日）10:00 〜 17:00
■場所：子育て青少年拠点夢つながり未来館 ゆいぴあ
■内容：バンド演奏、工作、縁日などいろいろ
■費用：催しにより一部材料費が必要

電話：ボランティアセンター

傾聴ボランティア養成講座
１F 花とみどりの情報センター
どじょうをさがそう！

歌体操ボランティア養成講座
■日時：6 月18 日･25 日､7 月9日の各（火）の連続 3 回開催
10:00 〜 12:00
■場所：吹田市立総合福祉会館 ■定員：先着 20 名

3F 図書館、しおりづくり

夏のボランティア体験プログラム
７～９月の間、市内の高齢・障がい・児童の施設や団体で
のボランティア活動にチャレンジしてみませんか？

ラコちゃん ルタちゃん

〒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

指定管理者 NPO 法人 市民ネットすいた

参加者は、のべ約800人。吹田市内の市民公益活動団体
や大学生、ニュータウンプラザ内各施設の参加協力も得なが
ら、盛大な多世代交流イベントとなりました。当日は、おも
ちゃの「かえっこ」だけでなく、各出展団体によるワーク
ショップや紙芝居、クイズやコンサートなどもあり、家族
揃って楽しんでいただいたようです。クライマックスは「お
もちゃのオークション！」。ためたポイントで、欲しいおも
ちゃを競り落とします。ずっと狙っていたおもちゃをゲット
出来た子、最後のジャンケンで負けてしまった子など様々で
したが、初めての経験にどの子の表情も満足そうでした。
また、来てくれた子どもがスタッフとなってお手伝いする
場面もあり、子ども達が主体的にボランティア活動に携わる
きっかけにもなりました。
出展してくださった各団体のみなさんも「子ども達とふれ
あうことができて楽しかった。」とニコニコ顔。それぞれの
場面で世代間交流が活発に行われました。
プラザ内各施設からも「子どもやその家族に向けて、施設
の取りくみを知っていただくきっかけになった。」という意
見をいただき、今後の施設内連携の足がかりになったのでは
ないかと感じました。

8F 平和祈念資料館
戦争体験者への質問

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

る紙芝居

おもちゃのオークション

06-6339-1254

■日時：6 月21日〜7月19日の毎週（金）の連続５回開催
14:00 〜 16:00（最終日のみ 13:00 〜 16:00）
■場所：吹田市介護老人保健施設
■定員：先着 30 名 ■費用：2,000 円

吹田くわい保存会によ

イズ

るク
６F SIFAによ

社会福祉協議会 ～ボランティアセンター～

編集後記
ラコルタを開設して９か月。相談･講座等
利用者は漸増しています。 また、各活動
メンバーは快活で積極的、精力的に会議
室、交流サロン、その他地域施設等を
使って行事や準備に走りまわっています。
新しい仲間づくりにも市民のためのセン
ター「ラコルタ」を活用してください。（佐藤）

2013 年 6 月１日 / 発行：吹田市立市民公益活動センター「ラコルタ」

クレシェンドのコンサ

ート

当日に至るまで、市民実行委員会で丁寧な話し合いを積み重
ね、２回のプレイベントでの反省を次に生かしながら、様々な
団体や組織に参画していただきました。ここで培ったプロセ
スは、新たな市民公益活動の展開につなげていきたいです。

関西大学ユネスコ研究部
による新聞紙ゲーム

吹田おやこ劇場
トランクシアター

SELFによるエコクラフト

かえっこレジ

2013 年 6 月１日 / 発行：吹田市立市民公益活動センター「ラコルタ」

吹田市「市民公益活動促進補助金」報告会
事業報告会の様子

さる4月13日（土）に吹田市役所で、前年度の補助金を交付された団体による事業報告会と平成25（2013）年度の説明会が開催
されました。24年度の報告団体は6団体で、各団体が事業を通して地域社会の課題解決に取り組んだ内容と成果をレポートしました。

平成 25(2013)年度の
補助金交付団体が決定しました
※上部が団体名、下部が事業名(順不同）

◎吹田ホスピス市民塾
公開講座の開催

◎佐竹台スマイルプロジェクト実行委員会
こどもとおとなの寺子屋

吹田モラロジー事務所

紫金山グリーン合奏団

ＮＰＯ法人すいた環境学習協会

◎シニアにこにこサロン
シニアにこにこサロン

◎千里山まちづくり協議会
千里山今昔展

◎ＮＰＯ Ｈｅａｒｔ・Ｈｅａｒｔ
50歳からの和みヨーガ

◎ＮＰＯ法人吹田市音楽療法推進会 おんがく･さ～くる･コスモス
子育て支援コンサート事業～マタニティー､０歳から就園までの子どもと保護者対象～

◎ＮＰＯ法人すいた市民環境会議
ＮＰＯ法人ここ

▽

▽

▽

▽

吹 田モラロジー事務所による「伝えよう！いのちのつな
がり」では、「命・家族・感謝」をテーマに市内の小・中学校
の生徒による作文を公募・表彰し、家族のきずなや地域社
会の地縁の大切さを広く地域社会に訴えた事業でした。
紫金山グリーン合奏団は、ポップスという親しみやすい
音楽のコンサートを中心に、「ポップス音楽の演奏を通じて
社会を明るくする運動」に取り組み、多世代による交流の
素晴らしさを体現する内容でした。
ＮＰＯ法人すいた環境学習協会は吹田で活発に活動を
展開し、「児童・生徒・教師が取り組む“環境教育の教材の
場づくりと、それに付随する体験学習”の支援事業」を発表
しました。地域文化の発信地ともいえる学校を舞台に、田
んぼやビオトープ、緑のカーテンを子どもたちと共に作り、
地域の大人との協働作業を通じて、人との交流の楽しさや
面白さに触れる機会を提供しました。
新芦屋サヘルはコミュニティサロン「新芦屋サヘル」の運
営に、交流だけでなく学びの要素も取り入れ、「多世代が
共に生きる地域づくり」を目指しました。市民が生活する地
域で、生涯にわたって学ぶことの大切さを身近に感じること
ができた事業といえます。
ＮＰＯ法人ここは、青少年の居場所で利用者と共に植物
を育て、実ったものを皆で食し、共同作業の楽しさだけで

ほっと吹田

なく、食育の大切さを利用者が実感する内容でした。
ほっと吹田は「認知症予防 楽しく学び元気になろう！」
の事業名のとおり、高齢化社会の中で誰にでも起こりうる
認知症の予防を、高齢者自らが演劇で表現するというユ
ニークな取り組みでした。当事者だからこそわかる問題を、
当事者自身が取り組むことで、楽しみながら自らの予防に生
かせるという内容は、今後の高齢者支援の一つの方向を表
したものといえます。
▽

▽

新芦屋サヘル

「市民公益活動促進補助金」は、申請から市民への公
開プレゼンテーションを経て実施となり、1年をかけて
推進され、この報告をもって終了します。報告からも分
かるように、地域社会の課題を市民の気づきから事業化
までをサポートし、その公益性を市民と共に確認しなが
ら、団体として継続的に活動できるようなきっかけを生
み出すものです。また、事業内容によっては、単年度の
取り組みで終わるのではなく、複数年にわたりサポート
を受けることもできます。
市民の小さなつぶやきが形になって、地域社会に還元
できる仕組みづくりの一助となっていることを報告会で
実感しました。このように市民公益活動に携わるグルー
プや団体･ＮＰＯが「市民公益活動促進補助金」を活用
していくことで、これからの地域社会をより豊かに発展
させていくことが期待できると思われます。

第３回環境楽座

◎吹田夢☆志団
感動舞台「吹田の歴史物語～一生懸命がかっこいい～」

◎こらぼれチップス
子どもの声を聴く電話相談事業

◎特定非営利活動法人 なの花
発達障害児を持つ親の集い事業

◎特定非営利活動法人 すいた環境学習協会
児童･生徒･教師たちが取り組む「環境教育の教材の場づくりと補修作業､
それに付随する体験学習」の支援事業

◎特定非営利活動法人 近畿青少年サポート塾
子どもたちの人格を認識しての子育て指導（事業）

◎特定非営利活動法人 ここ
ここ農園部

◎ママＧＯＧＯ
ママ元気､マチ元気プロジェクト

◎子どもと住文化研究センター
「住まいの絵本館」活動

◎子ども支援センター
子育て相談、教育支援広場設置プロジェクト

◎日本宇宙少年団千里分団
宇宙と自然科学への探究心と向上心を育て、健全な青少年の発達を計る取組

◎吹田のバリアフリー・交通アクセスをめざす会
吹田のバリアフリー･交通アクセス推進事業

平成 25(2013)年度版
「ボランティアグループ・ NPO ガイドブック」
ができました
ラコルタでは、吹田市の「ボラン
ティアグループ・NPOガイドブッ
ク」を作成し、登録団体や市の施設
などで広く配布しています（各団体
の情報はラコルタのホームページで
もご覧いただけます）。 このガイド
ブックを通じて、活動団体のボラン
ティア・会員募集にお役立ていただくとともに、市民
公益活動への参加･参画のためのツールとして使って
いただければ幸いです。

「ボランティアグループ ・ NPO 実態調査報告書」
(２０１３年４月版）
を発行しました
市民公益活動を効果的に支援するため、吹田市内で
活動されている団体に対して、昨年末アンケート形式
にて「ボランティアグループ・NPO 実態調査」を実
施し、その結果を報告書にまとめました（吹田市のホー
ムページよりご覧いただけます）。アンケートに回答し
てくださった皆さま、ご協力誠にありがとうございました。
※上記 2 件の冊子をご希望の方は、ラコルタあるいは地域
自治推進室（吹田市役所内）までお越しいただくか、お送
りさせていただきます。

参加者を募集します！

ラコルタ ・ ミーティング
～実態調査から市民公益活動を考える～を開催します
「ボランティアグループ・ＮＰＯ実態調査報告書」に基
づき、吹田市の市民公益活動団体の現状や課題について
の報告会およびワークショップを開催します。ボラン
ティアグループ・NPOなどで活躍されている皆さんに
はぜひご参加いただき、吹田の市民公益活動の促進につ
いて共に考えてみませんか？詳しくはラコルタまで。
●日時 平成25年７月2１日（日）午後１時半～４時半
●場所 ラコルタ 会議室２・３

参加者を募集します！

ラコルタ利用者懇談会
ラコルタでは、よりよい運営のため、利用者の皆さま
との懇談会を行っています。ラコルタ運営やサービスに
関してのご意見をいただき、今後の改善に反映していき
たいと思います。なお、第１回の懇談会でのご提案をう
けて年4回の開催となりました。次回は以下のとおり。
詳しくはラコルタまで。
●日時 平成25年６月2５日（火）午後１時半～３時
●場所 ラコルタ 会議室２・３

