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いばらきキッズ・カーニバル


大盛況！

３月 20 日、
イオンモール茨木で開催！
今回、「イオンモール茨木」さんのご厚意で、市民活動センターとしては、
はじめて商業施設でのイベント開催となりました。当日の参加は 18 団体、
子どもたちが喜ぶ〝おもちゃ作り＂〝や〝バルン”〝輪投げ＂のコーナーに加えて、お母さんたちにも
楽しんでいただくための〝ネイル＂や「子どものための防災グッズ」の展示など多様な団体にご参加い
ただきました。舞台では、茨木のプロのマジシャン「亜空亜 SHIN」さんの素晴しい演技に、子どもも
大人も大興奮。また子どもたちが楽しめるエプロンシアターや大型紙芝居、腹話術など、会場である〝１
階ジョイプラザ＂は終日約 2000 人が来場され、大賑わいとなりました。
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平成 28 年度

登録団体交流会

毎年恒例である年１回の「登録団体交流会」を福祉文化
会館 302 号室で開催致しました。
福岡市長ご挨拶の後、10 のグループに分かれて交流懇
談していただきました。
日頃交流のない団体であっても、この機会にそ
れぞれの団体の活動や情報の交換を行う
中で、今後の交流や連携のきっかけ作り
に役立てばと考えています。
今年度は 46 団体 84 名の参加を頂き、
賑やかに交流していただきました。途中
で席替えをお願いしましたが、お話しに
熱中するあまり、スムーズに進まなかっ
たこともありましたが、実りある交流会
となりました。
福岡洋一市長

３/25

講座「阿武山古墳は藤原鎌足の墓か？」
講師

豊田

裕章 先生

茨木市と高槻市にまたがる阿武山古墳は、「藤原鎌足公」の
墓とする説と、埋蔵物の年代からそうではないとする説に分
かれています。
どちらにしても歴史上重要な人物が埋葬されていたという
ことには異論はないようです。茨木市にゆかりの深い鎌足公
について、埋葬されている人物について、まだまだ謎の多い
阿武山古墳ですが、今回様々な見地から豊田裕章先生にお話
しいただき、参加者は熱心に聞き入っておられました。
100 名の募集に 120 名以上の応募があり、熱気あふれる
講座となりました。

3/30 子ども写真講座
講師

茨木美術協会

今回はじめてお子さんを対象にした「写真講座」
を開催しました。小学１年生から６年生までのお
子さんが、それぞれデジカメやスマートフォンを
持って戸外に出かけ、美術協会の皆さんの指導を
受けて楽しそうに撮影していました。作品は４月
にセンター交流室
に展示しました。

4/11.18.25 点字体験教室
講師

大山



英雄さん

“点字はむつかしい”と敬遠されがちですが、
必要なボランティアではあります。今回は入門講
座として、初歩を教えていただきました。
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日
場

いばらき×立命館 DAY 2017

時：５月 21 日（日）午前 10 時～午後 4 時 30 分
所：立命館大学 大阪いばらきキャンパス

出会う、つながる、つくりだす
立命館大学いばらきキャンパスが開校以来毎年開催されている「いば
らき×立命館 DAY」が今年も盛大に開催されます。観る、体験する、知る、
食べると様々なテーマごとに多くの団体、学生、茨木市各課がブースを
設置します。
活動センターは「知る」コーナーに出展予定です。是非お立ち寄りく
ださい。

5/20

ポーセラーツ講習会

講師 ： 濱田 砂和枝

・日

さん

時 ： ５月 20 日（土）
午後１時～ 3 時
・場 所 ： センター会議室
・材料費 ：800 円
世界で１つのあなただけの
カップを作ってみませんか？

6/23
「振り込め詐欺」
に騙されないで！
・講師：茨木警察署防犯課
・日時：６月 23 日（金）午前 10 時～ 11 時
・場所：センター会議室
・定員：20 名
市内で急増している還付金詐欺、オレオレ詐
欺の被害にあわないための注意事項について。

6/24

5/30
講演会

「大坂夏の陣図屏風を語る」
講師 ： 渡辺

武

さん（元大阪城天守閣館長）

・主催：ＮＰＯ法人茨木高齢者の会
・共催：茨木市市民活動センター
・日時 ： 平成 29 年５月３０日（火）
午後 2 時～ 4 時
・場所 ： 水尾コミュニティーセンター
・定員 ： 150 人
・参加費 ：400 円
冬の陣、夏の陣二つあわせた“大坂の陣”と
はどのような歴史事件だったのか？ 重要文化
財「大坂夏の陣図屏風」から何が見えてくるの
か？など、興味あるお話しが聞けると思います。

6/16

6/17

お話し相手ボランティア養成講座
講座「茨木の地名 ･

町名の由来について」

溝咋神社周辺の歴史について

講師：田中 裕三さん ( 元茨木市史編さん室 )
今回でこのシリーズは７回目を迎えます。
毎回、多くの市民が熱心に参加していただいて
いる人気講座です。
日 時：平成 29 年６月 24 日（土）
午後２時～４時
場 所：中津コミュニティ―センター
定 員：100 名（先着申込み順）

・日時 ： ６月 16 日（金）午後 1 時 30 分 ～ 3 時 30 分
６月 17日（土）午前10時～午後 3 時
・場所 ： センター会議室
・定員 ：20 名
・講師 ： 傾聴ボランティア「コスモスの会」
茨木市介護保険課職員
・費用 ： 500 円（２日間）
人とお話しする時の基本や注
意事項、認知症の方との会話の
仕方のロールプレイなどを実技
も含めて学びます。
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おめでとうございます！
センター登録団体「いばらき
ＭＩＲＡＩカフェ」さんが、こ
の た び「 大 阪 府 健 康 づく り ア
ワード」で優秀賞を受賞されま
した。
今後益々のご活躍を期待して
います。

「
（仮称）いばらき大学」開校
“茨木市について”皆さんはどのくらい知っておられるでしょ
うか？

自分たちの町をより住みやすい町にするためには、ま

ず茨木市をよく知ることが必要です。
センターでは、市民と行政をつないで、わが町「茨木市」の実状を知り、課題を考える機会を
作るため表記「いばらき大学」開校を企画しています。詳細は後日発表致します。ぜひご参加く
ださい。
〔講座（例）〕

〔開催〕

・茨木市の総合計画

・平成 29 年 9 月開講予定 （今年度６～８回）

・茨木市の財政

（月１～２回

・茨木市の市民協働について

・定員

：30 名

・茨木市の医療

・費用

：未定

・フィールドワークなど

市民活動センターの職員です。

土曜日午後）

＊毎回ワークショップも実施します。

編集後記
28 年度は多くの事業を実施し、忙しい年でし
た。新たに市内商業施設や、大学での催しにも
挑戦し、皆さまのご協力ですべてが盛況でした。
29 年度もまた新たなチャレンジができる年
でありたいと願っています。
飛び出す勇気は皆様の応援で生まれます。

久原さん

角田さん

立村さん

今年度もどうぞよろしくお願い致します。( 奈 )

