「子ども食堂」を立ち上げや運営するにあたり知っておきたいことセミナー＆
立ち上げ方と運営の相談会 FAX申し込み用紙

FAX送付先 072-242-7094
参加をご希望する回に「○」をしてください。

1.セミナー
第1回
泉州エリア

2月27日(水)

ミニセミナー
第2回

第1回
北摂エリア

第2回

第1回

第2回

子どもの居場所に関心がある、
またはこれから立ち上げようと思っている方へ

「子ども食堂」を立ち上げや運営するにあたり知っておきたいこと

セミナー＆ 立ち上げ方と
運営の 相談会

〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

子ども食堂のイロハ
「子ども食堂

〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

子ども食堂のイロハ

2月19日(火)

ミニセミナー
南河内エリア

「子ども食堂

3月18日(月)

ミニセミナー

「子どもの貧困。子どもの声。〜今おかれている現状と課題〜」

子ども食堂のイロハ

3月6日(水)

ミニセミナー

〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

子ども食堂のイロハ

3月25日(月)

ミニセミナー

「子ども食堂

大阪府内で子ども食堂を運営されている、

「子ども食堂

〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

子ども食堂のイロハ

3月7日(木)

子どもの居場所フォーラム「学校×子ども食堂」
〜つながる･交わる・連携するから見える地域でできること〜

ミニセミナー

2.個別相談会

子ども食堂のイロハ

※時間に関しては申し込み確認後、個別調整させていただきます。

泉州エリア

北摂エリア

南河内エリア

2月27日(水)
3月25日(月)
3月6日(水)
3月18日(月)
2月19日(火)
3月7日(木)

団体名(役職・役割名)
お名前
TEL

FAX

E-mail
複数人のお申込み
の場合のお名前

主 催
共

催

特定非営利活動法人SEIN
【 泉 州 エリア 】社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会
【 北 摂 エリア 】ラコルタ/吹田市立市民公益活動センター・高槻市市民公益活動サポートセンター
【南河内エリア】NPO法人やんちゃまファミリー with

FAX送付先 072-242-7094

子ども食堂を運営していく上で、
まずは知っておいてほしい、
「今の子ど
もの現状」
や
「子どもの居場所」
について、実践者から学びます。
同日に、子ども食堂立ち上げに関するミニセミナーと、個別相談会を実施
し、子ども食堂の立ち上げや運営に関するポイントをお伝えします。

2019 年 2月27 日（水）

無料

定員 40 名

2019 年 2月19 日（火）

第1回 「子ども食堂〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

10:00〜12:00
講 師

参加費

幸重

忠孝 さん

10:00〜12:00
講 師

（特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター）

幸重社会福祉士事務所 代表 こどもソーシャルワークセンター 理事長

泉州エリア

ミニセミナー
「子ども食堂のイロハ」

13:00〜14:00

個別相談会

14:00〜30分ごと

2019 年 3月25 日（月）
講 師

南河内エリア

1989年熊本県熊本市生まれ。
自らも母子家庭で育つ。中学・高校生時代の経済的・精神的に苦しい経験か
ら、苦しい状況に置かれる子どもに寄り添える教師をめざす。大学3年生の時に任意団体「@school」
を設
立。大学卒業と同時に法人格を取得し、
「NPO法人あっとすくーる」
を設立、理事長に就任。

ミニセミナー
「子ども食堂のイロハ」
個別相談会

2019 年 3月6 日（水）
講 師

幸重

北摂エリア

16:00〜16:30

定員 40 名

忠孝 さん （特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター）

ミニセミナー
「子ども食堂のイロハ」
個別相談会

16:30〜30分ごと

2019 年 3月18 日（月）
講 師

幸重

16:00〜16:30
16:30〜30分ごと

第1部

基調講演

第２回 子どもの居場所フォーラム
「学校×子ども食堂」

※2件まで 要予約

吹田市立市民公益活動センター
（吹田市津雲台1丁目2番1号

近鉄南大阪線「河内松原」駅 徒歩2分

クロスパル高槻 4階

コーディネーター

（高槻市紺屋町1丁2番
高槻市立総合市民交流センター)

JR京都線「高槻」駅

徒歩1分

パネルディスカッション

桃山学院大学 社会学部 社会福祉学科 准教授 金澤 ますみ さん
NHKディレクター 西澤 道子 さん
NPO法人やんちゃまファミリー with 田崎 由佳 さん
大阪府子ども食堂コンシェルジュ事業事務局 湯川 まゆみ

徒歩1分

ミニセミナー
「子ども食堂のイロハ」
※2件まで 要予約

ゆめ二ティプラザ
（松原市上田3丁目６番１号）

千里ニュータウンプラザ6階）

阪急千里線「南千里」駅

忠孝 さん （特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター）

学校という場を通して見える
「居場所づくり」の意義と課題
―スクールソーシャルワーカーの活動経験から考える―

金澤 ますみ さん

ラコルタ

定員 40 名

個別相談会

定員 200 名

（桃山学院大学社会学部社会福祉学科准教授）
桃山学院大学社会学部社会福祉学科准教授
児童相談所一時保護所嘱託指導員、
スクールソーシャルワーカーとしての活動等を経て、2014年4月よ
り現職。社会福祉士。専門は、児童福祉、
スクールソーシャルワーク、司法福祉。
研究紹介：
「 子どもたちが芸術文化と出会う
『街づくり』
『桃山学院大学アンデレクロス ‒ No.173 2018 Autumn ‒』P14。
https://www.andrew.ac.jp/info/magazine/pdf/no173.pdf
第２部

第2回 「子ども食堂〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

13:30〜15:30

個別相談会

近鉄南大阪線「高見ノ里」駅 徒歩５分

※2件まで 要予約

松原市で4年目に入った子どもを真ん中につくってきた居場所。
その取り組みの中で、実際に学校の中で、生
徒たちが取り組む子ども食堂も生まれ、子ども食堂に取り組む地域のNPOが連携して運営しています。
「地
域の中にある学校」
をめざし、
より地域の大人と子どもが出会う仕組み、
その中で
「子ども食堂」
などの子ど
もの居場所という取り組みはどう位置づいていくのか。
つながり、交わり、連携することから見えてくる、
「地
域の人だからこそできること」
の可能性と１０年後の未来像を探ります。

講 師

※2件まで 要予約

第1回 「子ども食堂〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

13:30〜15:30

13:00〜15:00

南海本線「岸和田」駅より徒歩5分

剛 さん （特定非営利活動法人あっとすくーる）
NPO法人あっとすくーる 理事長

14:00〜30分ごと

ミニセミナー
「子ども食堂のイロハ」

まつばらテラス輝
（松原市田井城3丁目104番2）

〜繋がる・交わる・連携するから見える地域でできること〜

定員 40 名

渡

13:00〜14:00

忠孝 さん （特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター）

2019 年 3月7 日（木）

（岸和田市野田町1丁目５番５号）

第２回 「子どもの貧困。子どもの声。
〜今おかれている現状と課題〜」

10:00〜12:00

14:00〜30分ごと

岸和田市福祉総合センター

※2件まで 要予約

第1回 「子ども食堂〜子どもを真ん中に置いた居場所とは？〜」

幸重

13:00〜14:00

滋賀県大津市で、
スクールソーシャルワーカー、社会福祉士として子どもの貧困に取り組む。
自治体、学校、
市民、
ＮＰＯと連携し、子どもの夜の居場所づくり、子ども食堂、就労支援など様々な支援活動を積極的に展
開している。
また全国で講演や研修等での講師として活躍し、子どもの貧困に対する支援を訴えている。
主な著書『まちの子どもソーシャルワーク』
（かもがわ出版）

定員 40 名

特定非営利活動法人SEIN 事務局長
10:00〜11:00
11:00〜30分ごと

宝楽

陸寛

ミニセミナー
「子ども食堂のイロハ」
個別相談会

※2件まで

要予約

お問い合わせ

お申し込み

072-242-7094

裏面の参加申込書に必要事項
FAX
団体名（役職・役割名)、
お名前、TEL、FAX、E-mail、
複数人のお申し込みの場合のお名前、参加されるセミナーの日時、 E-mail opfc＠npo-sein.org
ミニセミナーおよび相談会希望の有無
募集締切 各回の3日前まで
を記載の上、FAX又はE-mailにてお申し込みください。
※南河内エリア第2回は２月末まで

特定非営利活動法人SEIN（サイン）

〒590-0985 堺市堺区戎島町5丁9番

大阪府子ども食堂コンシェルジュ事業について
大阪府では、子ども食堂コンシェルジュとして、子ども食堂の開設や運営継続
のための相談、及び子ども食堂等でのボランティア活動に関して相談できる窓
口を開設しました。
まずはお気軽にお電話ください。

072-242-8340 （担当：湯川・礪波）
072-242-7094
となみ

opfc@npo-sein.org

受付時間：月・水・金 10時〜17時
メールはいつでも
（返信に2〜3日かかる場合がございますがご了承ください）

この事業は、平成30年度の大阪府福祉基金地域福祉振興助成金の交付を受けて実施しています

