
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ News  Letter vol．5 ～ 
 

 

 

2007.12.20 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～１～

☆ 目 次 ☆ 

 Topicｓ  
 

報告  
○まちづくり講座その後  (ｐ．２)  

○きっかけづくり講座  （ｐ．３） 

○阪神北・地域見本市  （ｐ．３） 

○これからの予定    （ｐ．３） 

○会員紹介続き      （ｐ．４） 

○ゆっくりアロマハンドマッサージ 

（ｐ．４） 

○編集後記             （ｐ．４） 



第 5 講(12/9) 
協働とパートナーシップ   参加：15 名 

～ブレイクスルーまであと何歩？！～ ＠川西市役所 
前半は、帝塚山大学大学院法政策研究科の教授でもあ

り、当法人の理事にもなっていただいている中川幾郎先

生に、歯に衣着せぬ小気味よいお話で、約 90 分の講義

をしていただきました。なかなか進まない川西市の協働

体制。市長が替わられてちょうど一年、新風を吹き込ん

でいただきたいところです・・・。 真に対等なパートナー

シップを築きつつ、市民にできることは何なのか？ 

 
  実践事例を学ぶ 
後半は、H17 年度「まちづくり講座」受講者の実践事例

発表として、植杉軍一さんに、菊炭を使ってコミュニティ・

ビジネス的な展開をしておられる現在の活動について

お話しいただきました 

 

第 6 講(12/15)

   タウンウォッチングの要領を学ぶ   参加：11 名 

～グループでまち歩きをする時の課題の見つけ方は～

＠文化会館第１文化セミナー室 

いよいよ、大詰めになってきました！ 

来年 2 月 17 日の一日講座で「実現可能な企画書」を 

作っていくにあたり、その課題整理とグループ決めを 

しました。 「今考えていること」「やってみたいこと」を出

しあい、結局、女性参加者たちの、「柔軟」で「建設的」な

視点が、三つの課題提供⇒企画案となりました。 

その 3 つの課題（企画）に分かれて、どんな風に 

その企画を深めていくか、問題点は何か、いつ、どこを

どんな風に歩いて、あるいは調査して、2 月 17 日に向け

て準備していくか、など話しあっていきました。 

市民が何かを仕掛けていこうという機運は、確かに 

高まってきているのではないでしょうか？ 

どの案も素晴らしく、 終企画が楽しみなものばかりで 

した。 

いつもならこの段階で 

終わる「まちづくり講座」、 

今年度は今一歩深め、 

実現可能な「企画書づくり」 

がゴール。 

あと、ひと息。一つでも二つでも、 

その企画を実行していきたい 

ですね。 

 

 
        いよいよ終盤に近づきました！ 

まちづくり講座     
  

 

 

 

特別講座(11/25) 
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今年で 3 年目になる「まちづくり講座」。「川西市まちづく
り支援助成」を受けて開催しています。 
全 12 回のこの講座もいよいよ終盤に近づいてきました。

終日の 2 月 17 日には、これまで重ねてきた学習を活
かして、「実現可能な企画書づくり」をします。どんな案が
出てくるか楽しみですね。 

市長とワイワイ！   参加：21 名 
～ダッチオーブンでアウトドアクッキング～＠黒川公民館
黒川の自然の中で、市長もご一緒にアウトドアクッキング
を楽しみ、車座でのランチタイム懇談会もしました。 
午後からは、アウトドアケーキ作りや、歌・ゲームなど野外
活動で一日を過ごしました。 

  
特別講座(11/19) 

会議ファシリテーター講座   参加：26 名 
～会議が変われば、社会が変わる～＠生涯学習ｾﾝﾀｰ

講師に青木将幸さんをお迎えし、みんなが参加できる会

議の進め方などをおもしろ・楽しく学びました。 
 

 



 

 

 

 

 

12 月 5 日は、「きっかけづくり講座」でした！         
参加：24 名(飛入り参加もありました) 

生涯学習サポート兵庫の山崎清治さんに、兵庫県の西端の姫路から、 
兵庫県の東の端っこの川西までお越しいただき、いい講座をしていただきました！！！

山崎さんの楽しいリードでいつの間にか、ぐいぐい愉しい「輪」「和」に引きこまれて 

いきます♪ 

こんな感じで、NPO やボランティアの一番だいじなこと、もう一度思い起こさせていただく

ことができました。 

  

 

 

 

 

 

 
何十年とボランティア活動をされてきた方からも、新たな 

視点を持てて、とてもよかったと…。 

 

 

 

山崎さんの愉しく、でも、 

エッセンスがキッチリ込められた 
 

 
講座のあとは、「大人のトライや                                        

るウイーク」として、一日活動                                          

体験の紹介タイム。 

今回、「大人のトライやるウイーク」を受け入れてくださる 

 

 

 
市内の NPO 法人（6 団体）やボランティア団体（2 団体）を 

ホームページやブログを使ってプロジェクターで投影しながら、 

各団体のリーフレットや会報誌もお渡ししてご紹介＆ご説明。 

後は、アンケートなどを使って、一日体験活動希望者とのマッチングも・・・。 

企画している中間支援 NPO としての感想は、いかに普段から色々な団体や活動を実際に 

知っておくことや、現場を見せていただき入っていくことが大事かということ。 

長年の「つながり」や「ネットワーク」がこういう時に、ぐぐっと生きてくるなぁと・・・。 

これからも、ますます、色々な活動とつながりあいたいですね。 

 

 

 

 

 
 
  

阪神北：地域見本市にパネル展示

の参加をしました！ 
  

さる 11 月 25 日に、宝塚市のぷらざこむ１で 

阪神北県民局の地域ビジョン委員会が中心の 

地域見本市「地域ってこんなとこよ、お父さ

ん！」が開催。当法人は「まちづくり講座」と

かち合ったためパネルのみですが、参加しまし

た。 後日、パネルを引取りに行った時に、講

演会には300人もの方々が来られたと聞きまし

た。よかったですね。県民局の職員の方もホッ

とされ、とてもいい笑顔をしておられました。
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川西市市民活動推進業務委託事業 報告 

 

♪企画している 
私たちも、ともに 
元気が甦った講座に
なりました。♪ 

02/21  第23回「つながりカフェ」 

02/22  地区計画及びまちづくり支援事業「活動報告会」 

02/24  ハローボランティア川西2008 

02/26  第3回「川西・猪名川NPO法人ネットワーク交流会」

03/02  第29回「語りあい・分ちあいのつどい」 

03/18  第3回「かわにし市民活動ネットワーク交流会」 

  03/20  第24回「つながりカフェ」 

 

2007年  

12/25 理事会 

12/26 第3回都市再生塾講演会 

2008年    

01/06 第27回「語りあい・分ちあいのつどい」 

01/17 第22回「つながりカフェ」    

01/19 まちづくり講座 

オプショナルツアー「三田まち歩き」 

01/26 まちづくりフォーラム byNPO法人川西再発見 

01/27 ひょうごボランタリースクエア21 

企業・NPO協働奨励事業表彰式 

02/02  第28回「語りあい・分ちあいのつどい」 

02/03  団塊世代の地域づくり活動支援フォーラム 

02/12,18,26 パソコン講座 ～ビスタ編～ 

02/17 「まちづくり講座」：第7講、第8講誕生日 



 

【情報相談窓口】
色々な相談の総合窓口。各専門機関のご案内や  

ご紹介もしています。 

月～土曜日（日・祝休み）午前 10 時～午後 4 時

【語りあい、分かちあいの｢つどい｣】 
被害者やそのご家族の横のつながりや支えあいの

｢場｣を提供しています。 

毎月 1 回、土曜日または日曜日の午後に開催予定

場所は、パレットかわにし（川西市市民活動センター）

 

『ものすごく心地よかった』

『気持ちが楽になった』 

『今日は久々にゆったりと癒された』 
『これは「つどい」中のＮｏ.１ヒット！』 

～ゆっくりアロマハンドマッサージ～ 

12/2 から、「つどい」にアロマセラピストの方々が来てくださり、

アロマハンドマッサージをしてくださることになりました。 
常に事故と向きあってストレスを抱えている方やご家族、 
また、サポートしてきた方にもリラクゼーションを…とのこと。

“ともし続ける灯り”   
   2005 年 4 月 25 日の JR 福知山線列車事故で被害に遭われたみなさまの 

「ともしび」となるよう、支援活動に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

address：〒666-0137 川西市湯山台 2-34-21

t e l & f a x：072-774-7333 

pc-ma i l：jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp  

h p  u r l：http://www.npojimkawanishi.org/  

b log ur l：http://www.voluntary.jp/jkawanishi/ 

 

「特定非営利活動法人 市民事務局かわにし」  正会員／賛助会員募集のご案内 
 

 特定非営利活動(NPO)法人市民事務局かわにしは、皆さまの会費に支えられながら活動を展開しております。ご協力いただき 

ました会費は、当法人の事務局運営や市域を中心とする社会貢献活動の一助となり、「公」の動きとして還元してまいります。 

 

相川康子、石本正範、岩切節子、植田るり子、岡井ミツ子、勝田民子、鎌田満子、久保恵子、栗岡多恵子、幸田利行、酒井美登利、阪本保雄、阪本富士治 

武居玲子、鈴子千賀子、武村雅樹、谷清、田村幹夫、チャールズ・ロジャーズ、楢原朋子、西丸きぬ子、西村茂、畑尾卓郎、福井牧男、藤原陽子、堀口節子

正木みつ子、溝内辰夫、三野秀方、向井陽子、武藤すみ子、柳田きぬ、横山道雄、吉田隆志、グループ風、川西久代郵便局情報紙「ぜんざい」、 

ＮＰＯ法人関西イー・エルダー、NPO 法人ブルービーンズショア、NPO 法人ぬくもりの家  （敬称略、五十音順） 
 

本年度の会費をお納めいただいていない場合はお手間をおかけいたしますが、郵便振替にてお振込みいただければ 
幸いに存じます。継続のためにはみなさまからのご支援が不可欠です。どうかよろしくお願いいたします。 

 

 
～いつもご支援心から感謝申しあげます～ 

 

【正会員】 
東孝司、網野亜紀子、喜田和代、小国素美、小西佑佳子、駒井澄子、駒井守、小柳敎子、小柳繁清、佐々木清二、佐野恵美子、嶋﨑眞二、菅原巌、 

関雄郎、末村祐子、高見実千代、竹村明、道幸奈津子、中川幾郎、久隆浩、増田万紀子、三井ハルコ、山下淳、横島毅、横田信之、吉岡行廣、桂商店、 

NPO 法人川西再発見、NPO 法人宝塚ＮＰＯセンター 

【賛助会員】 

JR 福知山線列車事故につきましても、この沿線の中継地域として、被害者の皆さまの相談窓口となって、長期にわたり支援 

活動をしていく所存です。 

 これからの新しい「公」を担っていこうとしている市民事務局かわにしを、どうか皆さまの温かな「心の投票」で支えて 

いただきたく、よろしくお願い申しあげます。 

「会員」(正会員／賛助会員)と「年会費」についてご案内 

会員種別 個 人 団体（企業） 団体（非企業）

正 会 員 5,000 円 10,000 円 5,000 円 

賛助会員 3,000 円  5,000 円 3,000 円 

 

 納入方法については、お手間をおかけしますが、下記へお願いいたします。 

【郵便振替口座】：特定非営利活動法人市民事務局かわにし 【口座番号】：00950-6-297192 
 詳細につきましては遠慮なくお尋ねください。 特定非営利活動法人市民事務局かわにし tel/fax  072-774-7333 
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編集・発行：NPO 法人市民事務局かわにし 

編 集 後 記。．             
2007 年が、あと幾日かで来年へバトンタッチです。 
今年もいろいろありました。12/16 付の毎日新聞日曜版“心の
サプリ”に「プロセスを楽しむ」という記事が心に残りました
ので、一部分ですが紹介します。「人間が誕生するまでのプロセ
スや、ワイン・チーズの熟成期間を省けないように、時間と経
験というプロセスが大切なことを忘れないでほしい。すぐに答
えが出るものばかりを求め、じっくり努力するプロセスを楽し
めない時代になって、幸せでない人も増えた。」。      
さ～て、みなさんはいかがですか？    

※1 会員期間：4 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

※2 会員の皆さまには、随時、市民事務局かわにしの活動状況や、 

講座案内など有用な情報をお届けします。 

※3 正会員には、総会での議決権があります。 

※4 非企業とは、NPO 法人など非営利団体を意味します。 

※5 一旦お納めいただいた会費は返金できませんことをご了承下さい。


