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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。
※申込期限が書かれていない場合は当日まで。

Newsletter VOL.7

ラコルタの方針
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社会に役立つことを始めよう
とする市民や事業者を増やす
③市民公益活動団体と教育･研
究機関や行政との間で交流を
深め、情報を共有する
④市民公益活動を支援できる人
材の育成を図り､協働によるま
ちづくりを推進する

▼お申込み・お問い合わせは電話かFAXでラコルタまで。
電話：06- 6155-3167

6月

１
４日
（土）

FAX：06-6833-9851

男のボランティア

７月

２６日

~6 月のテーマカフェ～

（土）

ちょっと気になる 裁判員制度
~７月のテーマカフェ～

地域で活動する「男」をゲストに迎えて
お話を聴き、参加者同士でも交流します。

司法への市民参加に取り組んでいる方をゲスト
に招き、意見交換をします。

●とき：19:３0 ～21:00 ●定員：先着２0名
●対象：主に20～50代の男性、テーマに関心のある方

●とき：14:00 ～15:30 ●定員：先着10名
●対象：テーマに関心のある方

日 ともに学び、ともに考えよう
２６
（木）

NEW!!

「シャカイコウケンHAND BOOK」

~ＮＰＯ法人入門講座～

～考えてみない？自分にできるコト。
～

●とき：19:00～20:30 ●定員：先着１0名
●対象：ＮＰＯ法人を知りたい方､法人化を検討している団体

6月

身近なことからはじめる「社会貢献」
のきっかけを若い世代にも伝えるた
め、ラコルタで小冊子を作成しまし
た。冊子を使用したワークショップも
提案できます。ご相談ください。

８月 自分にあった

７月

日 ２４日 ２８日 ボランティア活動を
２６
（木）
（木）
（木）

~ 市民公益活動入門講座～
●とき：いずれも13:30～15:00 ●定員：各先着10名
●対象：始めてみたい方や理解を深めたい方

6月

ラコルタの運営を一緒に考えませ

２７日 んか？
（金）

~ ラコルタ利用者懇談会～

●とき：13:30～15:00 ●定員：先着２0名
●対象：日常ラコルタを利用している方

そ の 他 の

施設 の
ご

案

内

※ラコルタのホームページよりダウンロードできます。

働きざかりの方や家事・
ぷちボラ 勉学に忙しい方などに、
週末や余暇の新しい過ごし方として、
「短
時間でできる（ぷち）ボランティア活動」
のプログラムを提供します。
ラコルタが
ラコルタサ ポー ター 行うイベン
トや活動を応援し、ボランティアとして
お手伝いいただきます。

ボラ
ン
テ

見つけませんか？

浜屋敷

ました

すいたんも遊びにきてくれ

電話：06- 4860-9731

電話：06-6339-1254

七夕笹飾り

オークションの様子

社会福祉協議会
～ボランティアセンター～

傾聴ボランティア養成講座

土間に飾られた笹にねがいごとをつづろう！

傾聴ボランティア活動を始めるための５回連続講座

※7 月 6 日（日）は「折り紙玉手箱」さんに
よるワークショップもあります。
11:00 〜 15:00
■申込：不要

■日時：6 月 14 日（土）･21 日（土）･28 日（土）
7 月 5 日（土）･12 日（土）
いずれも 10:00 〜 12:00
（江坂町）
■場所：特別養護老人ホーム「エバーグリーン」
■定員：各先着 30 名 ■費用：2,000 円
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SA吹田さんのおもちゃづくり

大勢の
ご参加
とう！
り
あ が

～吹田歴史文化まちづくりセンター～

４月からラコルタの
スタッフとなりました、春貴（はるき）
です。今年度のラコルタは様々な
テーマを取り上げたテーマカフェを定
期的に開催する予定です。気になっ
たものがあればお気軽にご参加くだ
さい。
（春貴）

３月１５日（土）

今年は「学校」をテーマに、様々な教科をイメージした
ブースとともに、かえっこバザールを開催しました。来
場者数も、昨年度を上回る約８６０名と盛況でした。お
もちゃコーナーを２階のエントランスに設置したこと
で、広々とした空間で楽しんでもらうことができまし
た。開催にあたっては、各種団体の協力だけでなく、市
民実行委員を中心に大学生など約４０名のボランティア
が集結し、参加した子どもたちもスタッフとして大活躍
してくれました。ラコルタの定番イベントとして、引き
続き実行委員のメンバーも募集しています。

◎詳しくはＷｅｂで ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

お申込み・お問い合わせは
■日時：6 月 9 日（月）〜 7 月 7 日（月）まで
各施設まで。
※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。

しませんか？
ィア

ルタちゃん

開催しました！

6月

ラコちゃん

歩道橋
府道豊中摂津線
佐竹台２

4/11( 金 )

＠ママ GoGo

4/23( 水 )

＠ラコルタ

4/24( 木 )

＠のびのび
子育てプラザ

2階のエントランスでにぎやかに！

未就学児の子育て中で、新しく吹田市へ転入し
た方を対象とした講座「吹田市へようこそ」を
開催しました。他市と比べて転入者数が多いこ
とを課題のひとつと捉えて、子育て支援団体
「ママGOGO」、子育て支援施設「のびのび
子育てプラザ」、そして「ラコルタ」の協働事
業として取り組みました。参加者は１週間前に
転入したばかりの方から、仕事・妊娠・出産で
いつのまにか数年経つも、地域のことを知る機
大阪の手遊びを交え緊張もほぐれました
会がなかったという方まで、3回で62名の母
親と子どもが参加しました。当日は見守り保育もあり、転入経験のある
『先輩ママ』の体験談や、吹田市の子育て支援制度の説明をゆっくりと
聞いていただきました。グループディスカッショ
験談は
マの体
先輩マ
ンでは、子育ての不安や、新生活について共通の
目線で
転入者
悩みを抱えていることを知ってホッと一安心。し
ばらく大人と話す機会もなかった方もいて、子ど
もと気軽に遊びに行ける場所の情報交換など、も
う話し出したら止まらない！ 吹田での新たな出会
いの場となりました。

医 療

障がい者福祉
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まちづくり

男女共同参画センター

身体・知的・精神障が

にて、がんに関する公開

い者、高齢者、難病患者

にある「さたけん家」で、

講座を 6 回開催しまし

などにとって利用しやす

ボランティア講師の協力

た。今年 5 月からは吹田

い吹田市のまちづくりを

を得てコミュニティ作り

市民病院から後援を受

目指して、街中のバリア

を目的とした講座を年間

け、吹田市役所ロビーで「吹田がん情報コーナー」

フリーの改善および交通アクセスの向上に取組む

85 回開催し、700 人以上の参加がありました。今

を設置しています。また、6 月から「ピアサポート

団体です。当初の事業計画通りにならず、戸惑い

年度もほとんどの教室が継続して開かれる予定で

研修」も開催します。今後も患者の立場に立った、

つつも、早期に方向性を調節し、万博記念競技場

す。今後は、子どもが学校帰りにふらっと立ち寄

がんに関する情報の提供や相談を受け付けていく

や市内の駅などで取り除くべき障害物や急斜面の

れるような居場所も提供していきたいそうです。

予定です。

危険性などについて調査しました。

事業名 : 公開講座の開催

事業名 : 吹田のバリアフリー・交通アクセス推進事業

団体名 : 吹田ホスピス市民塾
http://suita-hosupisu.jimdo.com

佐竹台の近隣センター

平成 26(2014) 年度の
補助金交付団体が決定！
今年度は 4 月 1 日（火）から 21 日（月）の期間
に申請受付を行い、5 月 11 日（日）には申請団
体の公開プレゼンテーションが実施されました。
審査の結果、応募団体 20 団体のうち、12 団体が
交付団体として決定しました。
※上部が団体名、下部が事業名

団体名 : 吹田のバリアフリー・交通アクセスをめざす会

http://www.b-free-w.org

事業名 : こどもとおとなの寺小屋

団体名 : 佐竹台スマイルプロジェクト実行委員会
http://satakedai.jimdo.com

◎ＮＰＯ Ｈｅａｒｔ・Ｈｅａｒｔ
「50歳からの和みヨーガ」山田地区

◎吹田子ども支援センター
昨年度の補助金交付を受けた18
昨年度の補助金交付を受けた18団体
団体
（補助総額約 300 万円）

吹田市 −報告会−
市民公益活動促進
補助金交付事業

11団体につき
団体につき1010分という短い時間の中、各団体はそれぞれ
分という短い時間の中、各団体はそれぞ
し拍手が送られました。ここでは、報告された中から医療・
ばし拍手が送られました。ここでは、報告された中から医
まちづくり・障がい者福祉・子ども支援・子育て支援の
5
療・まちづくり・障がい者福祉・子ども支援・子育て支援

市民による自発的な活動を支援する「吹田市市

日々、子育てに追われ

民公益活動促進補助金」は活動の大きな支援に

どもたちは、6 月から演

る中でホッと一息ついて、

なったと、多くの団体が報告書にまとめていま

劇・ダンスの練習を重ね、

子どもと一緒に参加し、

9 月に公演を行いまし

心身ともにリラックスし

す。市民公益活動自体は金銭面での利益を生ま

た。吹田の歴史を学ぶこ

てほしいとメイシア

とに加えて、舞台設営や衣装作りを通じて自分の

ター、千里寺、夢つながり未来館でコンサートを開

役割や責任を果たしていくことを学びました。ま

催しました。今後も継続して実施していくことで、

た、吹田まつりにも参加し、雨の中、精一杯の演

同じ地域に住む子育て世帯がつながり、コミュニ

技をしました。

ケーションが促進される効果も期待されています。

事業名 : 感動舞台

事業名 : 子育て支援コンサート事業

公募による 32 名の子

「吹田の歴史物語〜一生懸命がかっこいい〜」
団体名 : 吹田夢☆志団

http://ameblo.jp/yume-hoshi-kokorozashi

〜マタニティー、0 歳から就園までの子どもと保護者対象〜

団体名 :NPO 法人吹田市音楽療法推進会
おんがく・さーくる・コスモス
http://www.mccosmos.com

ないものが多いため、財政面での自立はどの団
体にとっても共通の課題となっています。ラコ
ルタでは、活動資金を補助金や助成金のみに頼
ることのないよう、多様な資金調達の手法を市
民公益活動団体に提案していきたいと思います。
コミュニティ
ビジネスに関
する勉強会を
開催します

①CB・SB のハジメカタ

8/24（日）午後 2 時〜4 時
②地域の人や組織を活かすシカケ
9/21（日）午後 2 時〜5 時

アンチエイジングサークル（Ａ・Ａサークル）

エアー式ドーム移動プラネタリウム投影事業

◎特定非営利活動法人 ここ
フリースクールここ

分野の補助金交付事業を紹介させていただきます。
の 5 分野の補助金交付事業を紹介させていただきます。

子育て支援

◎せんり楽ゆう会
◎天文同好会 ＡＯＡ

の実施事業について熱く語り、満員となった会場からしば
れの実施事業について熱く語り、満員となった会場からし

◎特定非営利活動法人
子どもと住文化研究センター
連載﹁私たちの団体・私たちの活動﹂
※
市民公益活動団体インタビューは今回お休みします︒

子ども支援

の事業報告会が、
44月
の事業報告会が、
月13
13日（日）にラコルタで行われました。
日（日）にラコルタで行われました。

発達障害、不登校生の、教育支援と進路を考える
広場設置プロジェクト

「住まいの絵本館」活動

◎特定非営利活動法人 すいた環境学習協会
自然とエコのチャレンジ隊ー環境博士になろう

◎特定非営利活動法人
吹田こども・夢・未来協会
自然探検隊

◎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

◎ほっと吹田
介護ちょっとひと息 そのまんま座談会

◎ママＧＯＧＯ
ママ元気、マチ元気プロジェクト

◎ゆう・きっず
発達障がいまたはその周辺の子をもつ親の会事業

