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開所 10 周年記念会

久

隆浩さんの記念講演「市民活動センターの果す役割」

福岡市長祝辞

茨木市市民活動センターは、平成 １８ 年 １０ 月に開所され、１年後に“いばらき市民活動推進ネット”
が指定管理者として運営にあたってきました。
今年、開所 １０ 周年を迎え、その記念会を茨木市役所 １０ 階大会議室にて開催致しました。
福岡市長はじめ、行政の皆様、国会議員、大阪府、茨木市議員、他市の活動センター、そして多くの
登録団体の皆様と ２００ 名を超す方にご参加をいただきました。
今回を１つの節目として、今後皆様に愛され、信頼される市民活動センターを目指して、頑張ってま
いります。今後ともよろしくご支援いただきますよう、お願い致します。

「しゃらく」の小倉謙さん

「市民活動センターのあゆみ」のパワーポイント
フルート演奏／金山徹也さん

「Homedoor」の川口加奈さん

（２）
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11/18

11/26

「身近な人が亡くなった時の

「楽しくアンチエイジング講座 」

手続き」

講師：岩村 真樹さん（藍野大学理学療法科）

講師：小國 英男さん（税理士）

今回は、転倒予
防に大切な人間
の“筋肉量”の測
定と、筋肉量を増
やすための栄養
と運動について
ご講義いただき
ました。

人が亡くなった時、どのような手続きが必要な
の か、 そ れ が 突 然 で あ れ ば、
な お さ ら 慌 て、 戸 惑 い ま す。
今回の講座は、生前から準
備しておくべきこと等を具体
的に分りやすくお話しいただ
きました。定員をオーバーす
る参加者で、再度の開催を希
望される方が多い講座でした。

12/14
「写真がうまくなるコツ、教えます」
講師：鳥居 史郎さん他（茨木美術協会）
スマートフォンや
デジカメを使用し
て の 撮 影 の 指 導 で、
参 加 希 望 者 が 多 く、
キャンセル待ちが出
るほどの好評な講座
でした。

12/16
切り絵で「クリスマスカード」をつくろう
講師：奥羽 恵子さん（大阪保育福祉専門学校）
作品は簡単なようで、結構手間がかかり
予定時間をオーバーしま
たが、出来上がった作品
にみなさん満足そうでし
た。

12/17「 消しゴムハンコ」講習会
講師：辻田 忠広さん（中穂積郵便局）他
年賀状作成に使用で
きるよう、２９ 年度の干
支の酉や文字を制作し
ました。スクリーンに
大きく写された講師の
作業を見ながら、皆さ
ん熱心に制作されてい
ました。

１/ ８ 「もちつき新年会」
（いばらき MIRAI カフェとの共催）
昨年に引き続き、親子で参加できる“餅つき大会”
に共催で参加しました。あ
いにくの雨天で昨年より参
加者は少なかったですが、
最近では見られなくなった
本格的な“お餅つき”と美
味しいお餅に大いに賑わい
ました。

市民活動センター北摂地区交流会

（高槻、吹田、摂津、池田、箕面、茨木）

茨木市の活動センターが誕生した時に、すでに活動されていた近
郊の市の活動センターに、いろいろとご教示いただきました。
それを機に毎年各市回り持ちで、交流会を開催しています。
今年度は箕面市市民活動センターにお邪魔し、各市の活動状況や情
報の交換などを行いました。

（３）
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3/1
市民活動センター
「登録団体交流会」
市民活動センターに登録されている団体は約
１８０ 団体ですが、１年に１回その交流を目的に開
催しています。各団体の活動の紹介はパネル展示
と交流会の中で発表いただき、ささやかですがお
茶とお菓子で懇親を深めていただきたいと思って
います。ぜひご出席ください。

3/20

「いばらきキッズカーニバル」
・ 開催日 ：３月 ２０ 日（月・祝）午前 １０ 時 ～ 午後４時
・会 場 ：イオンモール茨木１階の広場（ジョイプラザ）
子どもさん対象の楽しいイベントを開催します。
◆舞台
◆ブース
・マジックショー（亜空亜 SHIN） ・おもちゃづくり
・腹話術
・似顔絵 ・輪投げ
・エプロンシアター
・おもちゃ病院
・パネルシアター など
・バルン ・ネイルなど
・大型紙芝居


3/10-31

27 年度交流会風景

亜空亜 SHIN さんのマジックショー

3/25

【３月のギャラリー】

「阿武山古墳は藤原鎌足の墓か？」

「北ベトナムの少数民族を訪ねて」

・日時：３月 ２５ 日（土）
午後１時 ３０ 分～午後３時 ３０ 分
・場所：福祉文化会館 ３０２ 号室
・講師：豊田裕章さん

撮影者：西田 一郎さん

（庄在住）
少数民族が住む国境の
街の風景や生活、子ども
たちの写真を展示します。

一部茨木市にかかる“阿武山古墳”
の謎と、そこに埋葬されていると言
われている鎌足の生涯について。
藤原鎌足像 室町時代
奈良国立博物館所蔵

3/30

3/28

春休み「子ども写真教室」
写真はおもしろい！ 君もカメラマン
・日時：３月 ３０ 日（木）午後１時 30 分～３時 30 分
・場所：活動センター会議室
・講師：鳥居 史郎さん（茨木美術協会）
・対象：市内の小学生、中学生

「子どもロボット教室」
電子回路基板に近づくと鳴くにわとりを作る
・日時：３月 ２８ 日（火）
午前 １０ 時～ １２ 時
・場所：活動センター会議室
・講師：大野 一廣さん（大野工房）
・対象：小学生
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市民活動センター懇話会
１月 ２８ 日（土）午後６時から、市民活動センターにおいて、いばらき市民
活動推進ネット会員を中心に運営委員を交えて、活動センター事業のご提案
等を頂く場を設けました。
皆さまの貴重なご意見を今後に十分生かして、今後もセンターが市民活動活
性化のために、何をするべきかを考えていきたいと思います。

新しい「市民活動団体ガイドブック」と
「仲間募集中！ガイドブック」冊子ができ
ました
２８ 年に作成したガイドブック、
「仲間募集」冊子
が全部無くなってしまいました。新たに作成するに
あたり、登録団体の皆様にはご協力いただき、感
謝いたします。
これらの冊子は、登録団体はもちろんのこと、市
役所必要部所、コミセン、公民館、図書館などに
ご配布させていただきます。

◎作業室をご利用下さい

印刷機

紙折り機

裁断機

編集後記
市民活動センター １０ 周年記念会の開催にあたり、その歩みを映像でまと
める作業がありました。
限られた短い時間の中に １０ 年間の何を入れるか、難しい作業ではありま
した。作業を手伝ってくださった藤本典昭さん、ナレーターの西浦純子さん
のご尽力で何とか当日までに仕上がりました。
その映像を見ながら、改めてこの １０ 年間にどれだけ沢山の皆様に支えら
れ、助けて頂いたかを思いおこし、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
この気持を勇気に変えて、また走り出そうと思います。皆さま有難うござい
ました。そして今後ともよろしくお願い致します。
（奈）

丁合機

