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みんなでワイワイガヤガヤと楽しみながら、

そこには素晴らしい「市民力」がありました。

市民同士、手と手を取りあいネットワークを

   強固にすることがどれ程重要か、ネッ

     トワークが生まれることの楽しさ

とメリットが感じられたら、 

市民意識も変わるのだと感 

じました。帰りのご挨拶時、

どなたもが笑顔でいきいきと

輝いておられたのが印象的 

        でした。 

        

    ※この様子は翌々日の読売新聞「阪神版」

に素敵に掲載されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主に市内の市民活動団体に幅広くお声掛けし交流会を開催しました。50 団体近くの参加があり、

とても賑やかで楽しい時間を持つことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボディワーク講座の講師は「Brisa・ブリーザ」と

いうグループも主宰しておられる栗岡多恵子さん。

でも、一人で講座企画も受講者募集もすべてするの

は大変でしょう！と、「市民事務局かわにし」は、

事務方として一緒に企画・広報・運営をしました。

毎回、アロマテラピーをチョッと活かしたものを

作ります。1 回目はルームフレッシュナー、2 回目は

トリートメントオイル。そのあとは呼吸法とリラク

ゼーションを習います。3 回目は「ハンガリー 

 

 報 告  

 ３月２０日に 
 開催しました！！ 

最初は、一言ずつ自己紹介（所属団体紹介）。

その後は、楽しいゲームで 5 グループに分かれ、

「川西の市民活動とは…？！」の四字熟語を三つ

考えるワークをしました。各グループ、 

熱のこもったディスカッション 

が繰り広げられ、最初は 

知らない同士だった方々 

が、ワークをする内に  

和気あいあいと話し 

あっておられ、つながり 

の「和」と「輪」が部屋中 

に溢れていました。 

また、ブレイクタイムを利用し 

て、「市民事務局かわにし」の活動を 

Ｑ＆Ａ形式でＰＲし、市内で活動されている皆さ

んへのサポートメニューをご紹介。そして最後

は、厳正な？！審査の元に、四字熟語ワークの結

果発表！“きょうのホームランで賞！”など各賞

を発表してみんなで盛りあがりました！  

２月２２日（木）

３月 １日（木）

     ８日（木）

開催日：

主催：Brisa・ブリーザ 

共催：（特活）市民事務局かわにし

ウォーター」作りと「リラクゼーションのためのボ

ディワーク」として講座の総まとめをしました。 

講座時の部屋の中は何とも言えぬいい香り♪その

香りに包まれると “こころもからだも～”の 講座

名どおり癒されて、明日への活力がグングンとみな

ぎってきます。この講座は、今年度もバックアップ

して秋頃継続開催！呼吸を整え「生き方」上手に♪
～２～



  市民活動推進講座 報告   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年度中に行ったその他講座など「（特活）市民事務局かわにし」が行った活動のご報告、 

また今後の活動予定の紹介のコーナーです。 

 

 

“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。 

 

■【初回講座から…】 

購買時の決定権の83％は女性！⇒へぇ～83％？！やっぱりねェ…

女性は、イメージ先行・仲間意識が強く・人に教えたがり。 

男性は、こだわりが強く、情報は独り占めしたがり⇒確かに… 

目に留まるデザイン・外観・キーワード・分かりやすいワンフレ

ーズのキャッチが大事！ 

 ⇒フムフム、つまり商品構成に女性への意識は必須だ！ 

■【2回目講座では…】 

具体的に体験する実践版！ 

宿題だった商品企画やラッピングの熱のこもり具合に「なぁ～る

ほど！」と感心。 

ラッピングに関しては「これでどうだっ！」と一生懸命包装して

きたものが、講師の巧みな手法によって見事に変身した時は、一

同「ホゥ～！」さっすが先生！  デパートなどにある商品と変わ

らないものになりました。 

NPO労務管理＆マネジメント講座  

NPO 法人の運営にかかせない労務管理。 

スタッフが気持ちよく働ける環境づくりなど

を学びました。この講座でのノウハウが活かせる

事業展開ができるようにスタッフや会員はもと

より、まわりの方々にご協力とご理解いただける

活動をしていきたいものです。 

川西市内、阪急宝塚線の雲雀丘花屋敷駅東口出

てすぐにある Café BONTE さん。最近何かとつな

がりが深いです。昨年末、たまたまスタッフの一

人が、開店間もない BONTE さんでお茶を飲んで、

その時にオーナーとお話したことがきっかけで

す。BONTE さんの店内には色々な商品も置いてあ

るのですが、将来的には障害者の作業所で作って

おられるような商品も置いていきたいとのこと。

また、BONTE さんの「経営陣」はアート系専門学

校の講師もしておられることを知り、色々とお話

している内にタイトルのような講座企画へと発

展していきました。 

この講座では、どう意識改革して、どんな工夫

をすれば売れる商品づくりができるのか？をテ

ーマに、主に川西市内で作業所を運営しておられ

る団体や NPO にお声掛けしました。その結果、７

～8 団体の参加がありました。 

NPO会計講座  

 一年に一回は必ずやってくる決算期。 

川西でも若葉マークの NPO 法人が増えてきて

いる中、しっかりと受講され、質問もい～っぱい

でした。上手に処理ができように、お互い助け合

いましょう。継続していきたい講座です。 

ⅰ

かわにし まちづくり講座 応用コース  

 昨年夏に開講した「まちづくり講座」の“応用コ

ース”をこの 1 月～2 月に開講しました。 
 今回は、より具体的に活動当事者としてまちづく

りを考える 3 日間連続講座。みなさんで企画の立て

方やその進め方について考えていきました。 

パソコン講座  

 今までパソコンを触ることすら諦めていたシ

ニア層へスイッチの入れ方やマウスのクリック

の仕方など、初歩の初歩からしっかりと学んでも

らい、社会貢献的な活動充実が図れるようスキル

を身につけていただく講座で毎回好評です。 

【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）

～３～



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別報告 

ともし続ける灯り ☆2007 年 4 月 25 日の追悼メモリアル行事☆ 
 

今年も昨年に引き続き、JR 福知山線列車事故被害者やその支援者、ボランテ

ィアで、「思いをつなぐ連絡会’07～4 月 25 日を忘れない～」として、実行委

員会形式で追悼メモリアル行事をとり行いました。今年は特にネットワーク型

ということで、音楽をベースに据えながら、それぞれの団体の独自の取組みが

つながりあって、長期的（4 月 14 日～25 日）、広域的（三田～尼崎～大阪福島）

に実施することができました。（今回「市民事務局かわにし」は、この一連の取

組み全体の事務局を代行させていただきました） 

各会場においては、当事者でなくても、この事故のことに心を痛めておられ

る多くの方々と共に時を過ごすことで、「思い」を伝え分かちあい、この事故へ

の「関心の裾野」を広げ、事故の「風化」を少しでも防ぐことができたのでは

ないでしょうか？  

 
 
 「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。 

 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。 

 私どもの「会員」(正会員／賛助会員)と「年会費」のシステムにつきまして、ご案内させていただきます。 

 

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 

※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 いったん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。 

 

 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  【口座番号】00950-6-297192 

【口座名称】特定非営利活動法人市民事務局かわにし 
 

 詳細につきましては、どうぞ以下の連絡先に遠慮なくお尋ねください。よろしくお願い申しあげます。 

編 集 後 記。．         
法人設立から二年、いろんなことが目の前を通

り過ぎ、あっという間でした。 

その中で、中間支援としてネットワーク作りは

確実に広がっています。 

今後も一歩一歩地固めをしていきながら、 
address：〒666-0137 川西市湯山台 2-34-21 

tel&fax：072-774-7333 

pc-mail：jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp  

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

blog url：http://www.voluntary.jp/jkawanishi/  

どかっと川西に根をおろそうかと…。 

ご協力をよろしくお願いします。【スタッフ一同】

           特定非営利活動法人市民事務局かわにし  tel/072-774-7333 

～４～

発行：特定非営利活動法人 市民事務局かわにし 
編集：石谷こうき（フリーまちづくりコーディネータ）




