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会員（正会員／賛助会員）として、当法人を支えてください!! 
 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地域での社会貢献活動の一助となり、「公」を担う活動で還元してまいります。 

 JR福知山線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る支援活動
をしていく所存です。 

 これからの新しい「公」を担う市民事務局かわにしを、どうか皆さまの温かな「心の投票（会費）」で支えてください！ 
 

■会員(正会員／賛助会員)＆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 

 

■会費納入はコチラへ ⇒【郵便振替口座】特定非営利活動法人市民事務局かわにし 00950-6-297192 
■詳細のお問合せ  ⇒【事務局連絡先】 tel（fax）：072-774-7333（7334） 

編集／発行：特定非営利活動法人市民事務局かわにし 

【情報相談】 
・月曜日～土曜日（日・祝を除く）午前 10時～午後 5時 
・専門家（臨床心理士や弁護士など）や、専門機関へもおつなぎします。 
【語りあい、分かちあいのつどい】 
・被害者やそのご家族などの横のつながり、支えあいのための「つどい」の「場」をもっています。 
・専門家（臨床心理士や弁護士など）への相談もできます。 
・アロマセラピストの方々がハンドマッサージに来てくださることもあります。 

※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、当法人の運営について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さします。 
※5 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。 
 

・第 49 回「つどい」 11/07（土）14:00-16:00 
・第 50 回「つどい」 12/05（土）14:00-16:00 
※第 51 回からは当事者による自主運営になる予定 
※原則、毎月第 1土曜日午後開催 
※場所は、いずれも川西市市民活動センター 

なんとなく、秋冬兼用のパーカーを着ている僕がいる。違う
色で同じ型のものを 4着も持っていて、ユニクロ製である。
一着、2000 円弱で購入した。外は秋風がここちよくほおに
あたり、秋っぽく伸びた前髪を口でフウッと吹き上げる。秋
冬兼用のパーカーは気分的なものだなと感じるときである。 

真夏の暑さからやっとのがれて、一年で、 
もっとも過ごしやすい気候になった。すべて
を楽しもうなんて、意識過剰なのだけれど、
そんな気分にもなってしまう秋のここちよ
さが、今あるのだと思う。（matchan） 

♪｢市民事務局かわにし｣を支えてくださっているみなさま♪ いつもご支援本当にありがとうございます！ 

■【正会員】 

東孝司 網野亜紀子 有藤浩 大島伸一郎 尾崎健二 喜田和代 小西佑佳子 駒井守 小柳敎子 小柳繁清 佐々木清二  

佐野惠美子 嶋崎真二 道幸奈津子 豊原伸一 中川幾郎 久隆浩 松村若葉 三井ハルコ 山下淳 横島毅 横田信之 吉岡行廣  

株式会社ジョインかわにし 竹内行政書士事務所 ＮＰＯ法人川西再発見 ＮＰＯ法人宝塚ＮＰＯセンター ＮＰＯ法人ピース・ゲーム  

ＮＰＯ法人ふれんど ＮＰＯ法人みち どんこうサークル 

■【賛助会員】 

岩切幸子 植杉軍一 植田るり子 梅澤信久 岡井ミツコ 勝田民子 鎌田満子 木原恵美子 久保惠子 栗岡多恵子 駒井澄子  

阪本富士治 佐藤等史 菅原巌 武居玲子 谷清 田村幹夫 津久井進 中島亜矢子 中濱弘子 中元一哉 西田尚子 西丸きぬ子 

畑尾卓郎 弘世伸子 藤原嘉之 堀口節子 前田 輝 正木みつ子 三野秀方 宮坂満貴子 向井陽子 森田勝子 柳田きぬ  

山本光男 横山道雄 吉田隆志 和田孝子 ＮＰＯ法人猪名川在宅介護を考える会 ＮＰＯ法人関西イー・エルダー  

ＮＰＯ法人地域活動ステーションぬくもりの家 ＮＰＯ法人ブルービーンズショア (株)い～お仕事・協和工業 川西久代郵便局情報紙「ぜ

んざい」 グループ風 ３９パソコングループ 三田ほんまちはかりや倶楽部                      （敬称略、五十音順 10/23現在） 

“ともし続ける灯り” 
2005 年 4 月 25 日の JR 福知山線脱線事故で被害に遭われたみなさまの 
「灯（ともしび）」となるような支援活動に取り組んでいます。 

編集後記 
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「協働の街づくり」 

～“再開発”の視点から NPOの“協働”を考える～ 

横島 毅 

㈱再開発研究所 代表取締役 

NPO法人市民事務局かわにし 理事 
 

NPO 法人市民事務局かわにしの事務所の位置するビルは、地権者の集まりである再開発組合と川西市が

協働して創り上げた再開発ビルです。元は中央市場で、その前は川西町役場があったという歴史があります。

まさに川西市の中心地に法人事務所があります。 

同手法で完成したビルが、駅周辺都市整備計画基本構想区域（川西能勢口駅を中心に 38ha の区域に街

づくり構想がある）には、パルティー川西・パルティーK2・シャンテ川西と三地区があり、それらも再開

発組合と市が協働で開発した再開発ビルです。 

最近、協働の考え方でまちづくりの活動をする団体が先進的に見られますが、1969 年に施行された、

都市再開発法には、このような手法で行われる事業が制度化されていました。公共団体が主体で再開発事業

に取り組む場合（アステ川西がその例）でも、地権者と協働で進める考え方がなければ、うまくゆきません。

例えば、私が関わっている大阪府内の某市駅前再開発事業でも、物事を決めるのにワークショップを開きな

がら、市と協働で再開発事業が推進されています。 

多くの公共事業もこの考え方で進んでいくと、完成後の管理や運営がうまくいくのですが？ 実際には、

街のあちこちで造りっぱなしの事業が散見されます。担当者がそのことに目覚めれば、管理面でかなりの投

資が削減され、かつ、活き活きと利用されるのにと、歯がゆく思って眺めています。 

人口が減少し始め、社会・経済状況も大きく変化してきています。ものの考え方も大きく変わろうとして

います。私たちは、戦後の復興を済ませて、物余りの中で、当たり前のように今の生活を享受してきました。

これからは、「志」を持って、知恵を出し合って、限界が見えてきた資源を、うまく分かち合える生活哲学

を構築する事が必要な気がいたします。 

多くのNPO法人で、最初の取り組み姿勢やミッションが薄れ、経済の渦の中に巻き込まれて、もがいて

いる姿に寂しさを感じます。既成の団体に新しい提案を求めるのは無理なようです。「志」ある市民側から

の種々の動きがあって「世」が構成されていくのは、先達の著作の中に当たり前のように紹介されています。

政権交代も、社会的な事故・事案処理の問題点の拙さも、市民感覚のものの見方からすると、常識のように

思うのですが…。NPO法人市民事務局かわにしの今後の発展を心から期待します。 

主な今年度事業 

新規事業 

★NPOと行政の子育て支援会議運営事業（県から受託） 

 「NPOと行政の子育て支援会議」の活性化、地域交流会の開催及び子育て世代の就業に関する調査など 

★要援護者のための避難所状況調査業務（市から受託） 

 災害時に要援護者が避難所で避難生活を送ることが可能かどうかについて生活及び施設環境などを調査 

主な継続事業 

☆市民活動推進業務（市から受託）：市民活動サポート相談／市民活動情報紙「せーの！」／交流会／講座 

☆行政･NPO協働事業助成（県社協）：市民活動団体の総合的な名簿作成／団体のブログ開設支援 

☆中間支援活動助成（県社協）：NPO法人の安定的で持続可能な活動のための中期計画策定や運営支援 

☆まちづくり：「つながりカフェ」（ラウンドテーブル）／ニュータウンにおけるシニア世代の住まい方PT 

☆自主事業：シニア世代向けパソコン講座／NPO法人立上げ／講演活動 など 

☆JR事故被害者支援：情報相談窓口／「語りあい、分かちあいのつどい」（自助的な交流の場） 
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 平成21年 9月 29日、市民活動センターの会議室で、第5回「かわにし市民活動ネットワーク交流会」
を開催しました。今回は「市民力をアップする交流会」と銘打って、文字通り、お互いに知りあい、情報

交換し仲良くなって、市民同士でパワーアップしていこう！と企画しました。 

 間際のお知らせになったにもかかわらず、20名以上の「川西の元気人」がご参加くださり、にぎやかで、
楽しい午後のひと時を持つことができました！ ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。

みなさまは「元気メッセンジャー」！ この輪をあちこちに広めていってくださいね！ 

13:30- あいさつ（センター：松山副主幹） 

13:45- みんなで話そう！（ワールドカフェスタイル） 

※20分ぐらい経てば順次グループを廻り変わっていく 

15:05- みんなで聴こう！ 

※情報共有 ／ カフェマスターからの報告 

15:20- 各グループからのPRタイム 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三井ハルコ ／ 小柳 敎子 網野 亜紀子（あみの あきこ） 松村 若葉（まつむら わかば） 

事務局長 ／ 事業マネージャー スタッフ  スタッフ 

松尾 伸二（まつお しんじ） 田中 実加（たなか みか） 江熊 遊斗（えぐま ゆうと） 

 スタッフ 

 

子育て支援 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

ボランティア 
スタッフ 

 

 
事務局長から ～HARUの風（３）～ 

最近、事務局に新しいスタッフやボランティアスタッフ、それも若い方々が増えてきました。嬉しいことです！

それぞれにユニークな経歴があり、「へ～？！」「ほ～！」と興味津々で話を聞いています。｢NPOで仕事をし
たい！」などという奇特な人は、本当に少数で貴重な人材、ずっと続けてほしいなぁ…。でも、現実のところ    

情況は大変厳しく｢食べていける NPO」は未だほんのわずかです。おりしも政権党が変わり、時代の大変革期
の真只中、税金の使われ方もきっと変わることでしょう。新たな「公」の領域を担う NPOは 
｢今」がチャンス！ 遠くの灯りを見定め、シリウスと追い風を頼りに、「よそもん･わかもん･ 
ばかもん？」、みんなで必死でフンバっていきたい。みなさん、ぜひ、力を貸してください。 

３ 

はじめまして。今年の 5
月からスタッフとして参
加している松尾伸二と申

します。まだ新米です！！
ニューズレターや情報紙
作成を主にしています。 

モットーは誠実・思いや
り・笑顔です。どうぞ宜し
くお願い致します！！ 

ＪＲ事故後、同じ負傷者の方に市民事務局
かわにしのことを教えてもらいました。そ
の頃は事故後１年を前に催し(？)の準備を

されており、負傷者や家族、支援者など大
勢が作業をされていました。そのつながり
でこんな大きなことができる、その中核に

なるのが中間支援なんだなと感じました。
みなさんの協力あっての中間支援ですね。 

はじめまして。江熊です。

専門はカウンセリングで
すが、常に笑いを探究して
おります。スペイン･アル

ゼンチンに住み、最終的に
｢公」のために一肌脱ぐべ
く日本に戻ってきました。

皆様と共により良い社会
を創るために奔走してま
いります。 

ＮＰＯと行政の子育て支

援会議運営事業で子育て

支援コーディネーターを

しています。この事業だ

けでなく、子育て支援に

はずぅーっと関わって行

くつもりですので、よろ

しくお願いします。 
 

偶然 (運命的！) に市民事
務局と出会い、一年近くが
経ちました。まちづくり関

連の事業を中心に活動し
ています。川西が、みんな
の素敵な「わがまち」であ

り続けるために、みなさん
と共に学び・考え・動いて
いきたいと思います。よろ
しくお願いします！！ 


