(一財)とよなか男女共同参画推進財団

(公財)とよなか国際交流協会
読書をとおしてつながろう
秋の催し―身近なところから国際交流・多文
すてっぷ「ライブラリーまつり」を開催します！ 化共生を考えてみませんか？－

とよなかの市民活動
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(特活) とよなか市民環境会議アジェンダ 21
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秋は、考えごとをするにも、体を動かすにも、
絶好のシーズンですね。共同デスクの各法人も、
指定管理者として管理運営をしている各々の施設
で、いろいろなイベントを企画しています。施設
によってテーマは、さまざまですが、参加者とい
っしょに、催しをすすめようという点では共通し
ていす。
法人の中には、民間事業者との｢競争｣を経て、
今年度の業務を確保したところもあれば、今年か
ら指定管理者になったところもあります。イベン
トに参加して、各法人の意気込みや工夫に触れた
り、問題点など提起していただければ幸いです。

日時：9 月 8 日（日）10:00～17:00
場所：情報ライブラリー、ロビー
すてっぷ・情報ライブラリーは、男女共同参画の実現
に関わる専門図書室として、情報によるエンパワーメン
トのために、様々な資料を収集･提供･加工･発信してい
ます。9 月 8 日には、個人の楽しみとしての読書を、
人と人とのつながりづくりへと広げるために
「ライブラ
リーまつり」を開催します。
●除籍本のリサイクル配布…約 300 冊の除籍本を午
前と午後の 2 回に分けて無料配布します。
● 心にビビッときたのはどれだ！…事前にアンケー
ト（所蔵資料から選んだオススメ本、選んだ理由）を
記入してもらい、当日発表結果、コメントを見て読み
たくなった本にシールを貼ってもらいます。
●えほんのひろば・日曜版…ライブラリーの絵本コー
ナーにソファとマットを設置。子どもも大人もゆった
り読書を楽しんでください。
● クイズで楽しむライブラリーツアー…スタッフが
出すクイズに答えながらライブラリー内を巡る。
●ブックトーク・声に出して伝えたい…所蔵資料から
「わたしのオススメ本」を選びおすすめポイントの発
表と質問タイム（各 3 分以内）で、楽しく交流しま
しょう。★ブックトーク
発表者募集中！
●ロビーコンサート…あの
名曲をライブ演奏でおと
どけします。
※各イベントの時間、場所
はお問い合わせ下さい。

(特活) とよなか市民環境会議アジェンダ 21

環境フォーラム、環境テレビ
番組づくり、環境展
とよなか市民環境会議アジェンダ 21 では、
環境交流センターをはじめとして、環境に関する多様な行
事を開催します。
●環境フォーラム
9 月 7 日（土）14 時～16 時半 環境交流センター
オープニングコンサート、｢豊中の環境･中間報告｣の報告
講演「省エネと創エネの工夫 ～2020 年までに豊中で
できる温暖化対策～」
(有)ひのでやエコライフ研究所 主任研究員 山見拓さん
●環境テレビ番組を作ってみよう
10 月 6 日（日）
、20 日（日）両日とも 13 時～17 時 環
境交流センター
定員 20 人、参加費 2,000 円
環境や地域を題材にインターネットで配信するテレビ番
組を作ります
●とよなか市民環境展 2013
11 月 22 日（金）10 時半～16 時
11 月 23 日（祝）10 時～16 時 豊島体育館
出展・参加団体の企画・展示・体験コーナーをはじめと
する様々な催し

(特活) とよなか市民活動ネットきずな

豊中まつり 盛り上がって、終了
｢市民がつくる市民のまつり｣をと、きずなは、8

♣国際交流と人権を考えよう Part１
▷9 月 7 日（土）１３時～１６時半
▷9 月 8 日（日）１０時～１６時
※８日（日）１４時～１６時
朴一さんの講演があります。
表題：
「多文化共生ってなんでんねん」
国際交流センターで活動している登録グループの
発表会です。福祉のお店やお茶席の体験、エスニッ
ク料理なども楽しめます。
♣東北復興支援バザー
「がんばろう！東北」をみんなで考えよう！
▷１０月６日（日）１０時～１６時
古本や新品小物、家庭用品などまだまだ使える物を
にぎやかにバザーします。売上の一部は東北復興支
援のため寄付します。
東北直送の果物販売もあります！

♣国際交流と人権を考えよう Part２
▷１０月２６日（土）１０時～１６時
多文化ミュージカルや子どもの合唱、バンド・三線
の演奏など様々な出し物があります。
バザーやエスニック料理なども楽しめますよ！
福祉のお店（手作り品・焼き菓子など）も出店しま～す。
♣Unlearn 学びほぐしセミナー
▷１１月２３日（土）１４時～１６時半
テーマ： 「とよなかの共生と未来」
～若一光司さん（国流初代理事）と田中逸郎さん
（国流立ち上げ時の市担当者）の対談～

（社福）豊中市社会福祉協議会

ボランティア体験プログラム～参加者募集中～
～ボランティアを通じて、自分の世界を広げよう～
「ボランティアをしてみたい」と考えている方を対象に、１日から参加できる
ボランティア体験プログラムを実施しています。市内４９か所の施設・団体で受入
れを行い、イベントや日常業務のお手伝いなど、いろいろなプログラムがあります。
この体験プログラムは、大阪府社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会の共催で、大阪府内の社
会福祉施設やボランティアグループ、NPO 団体の協力により、よりボランティアを身近に体験し
てもらうためのプログラムです。サマーキャンプや夏祭りといったイベント、日常活動を利用者の
方と一緒に過ごしてみるといったさまざまなプログラムが用意されています。この機会にボランテ
ィア活動を通してたくさんの人と出会い、自分の世界を広げてみませんか。
●プログラム提供期間 7 月 1 日～9 月 30 日(月)
プログラムによって受入可能期間が異なりますので確認してください。
原則として同一施設における活動は１～３日程度としています。
●申込み受付期間 6 月 21 日～9 月 20 日(金)
※活動希望日の 10 日前までに所定の申込み用紙の提出が必要です。
※一部の施設では、検便検査や健康診断結果の提出が必要です。(検査費用等は自己負担)
●対象者 小学生以上でボランティアに関心のある方
※資料 大阪府社協のホームページ(http://www.osaka-summerv.jp/)でご覧いただけます。ま
た、すこやかプラザの窓口で配布しています。

（公財）豊中市スポーツ振興事業団

スポーツの秋 からだを動かしてみませんか？
★第２期スポーツ教室募集★
●豊中市の体育館・武道館では、9 月に第 2 期(9 月～12 月)スポ
ーツ教室の参加者を募集します。初めて運動される方も運動好き
な方も無理なく、子どもから高齢者まで幅広くご参加いただけま

す。
●中でも中高齢者の方へは、簡単な筋力トレーニングとレクリエ
ーションが楽しめる『いきいき体操』がおすすめです。また、
れあい広場(写真)の企
『エアロビクス』は女性の方に人気があり、その他にも、卓球・
画運営 に 今年も、 参加
バドミントン・幼児ふれあい体操や各種武道などなど様々な種目
しました。豊中まつり全
を実施しています。
体で、来場者 162,000
●実施施設は、豊島体育館（服部西町）
、柴原体育館（柴原町）
、庄
人と、今年も大変盛り上
内体育館（野田町）、千里体育館（新千里東町）
、武道館ひびき（服
がりました。市民ふれあ
部西町）です。申込日・各日程・対象などの詳細は、広報とよな
い広場では、市民団体を中心にして、20 をこえる出店、ま
か８・９月号もしくは、各施設ホームページ（『公益 ○○体育
た、虹のステージには 30 をこえる出演がありました。
館』で検索）をご覧いただくか、各施設へお問い合わせください。(※ スポーツ教室は、豊中市
つぎは 市民文化祭へ
在住・在勤の方が対象となっていますが、定員に空きがあれば市外の方も受入れ可能です）
｢きずな｣が関わっている、もうひとつの｢市民がつくる市民
●また、豊島温水プール(服部西町)・二ノ切温水プール(東豊中町)でも、9 月より第２期水泳教室
のまつり｣は、2006 年から始めた市民文化祭で、今年は、
が始まります。まだ、申込み可能なクラスもありますので、各施設へお問い合わせください。
12 月 14 日(土)、午後、すてっぷホールで開催します。
月３日(土)、４日(日)、
豊島公園一帯で開かれ
た豊中まつりの 市民ふ

※ この壁新聞は、6 つの中間支援団体のとりくみを、分野をこえて情報発信しようと考えた取り組みです。

