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address：〒666-0015  

川西市小花 1-8-1-104  ジョイン川西 

tel：072-774-7333    fax：072-774-7334 

pc-mail ：jim@jttk.zaq.ne.jp  

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

b log ur l：http://www.hnpo.comsapo.net/jkawanishi/ 

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 58回「つどい」 08/05（土）14:00-16:00 
・第 59回「つどい」 09/04（土）14:00-16:00 
※原則、毎月第 1土曜日午後開催 
※場所は川西市市民活動センター 

“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。 

４ 

♪｢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 有本惠子 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  

笹部とも子 佐野惠美子 嶋崎真二 田畑益郎 道幸奈津子 豊原伸一 中川幾郎 久隆浩 松尾伸二 松村若葉 三木俊治 

三井ハルコ 山下淳 横島毅 横田信之 吉岡行廣 株式会社ジョイン川西 竹内行政書士事務所 ＮＰＯ法人川西再発見 

NPO法人川西もみの木 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 伊藤元次 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 斯波康晴 堀口節子 前田 輝 正木みつ子 松尾孝義 松尾高子 三野秀方 宮坂満貴子  

向井陽子 森田勝子 森脇正枝 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 ３９パソコングループ  

(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  三田ほんまちはかりや倶楽部 （敬称略、五十音順 7/1現在） 

真夏になりました！強い日差しの中で、このニューズレター
を作成しています。服装はいつの間にか、夏服へと変わりま
した。気持ちも真夏になっています。冬の色、春の色もいい
なあと感じつつ、夏色を楽しんでいます。このここちよさは
自信の表れなのでしょうか。 

自信過剰な夏色、自身を振り返る秋色、冬色は 
考えをじっくり熟成させ、春色はトライするこ 
とに意欲的になる。それぞれの季節には色があ 
り、そして年によっても微妙に変わるものなの 
ですね。（matchan） 

編集後記 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年の平成 21 年 7 月に「川西市市民活動センター」「川西市男女共同参画センター」の指定管理者募集の

公示がありました。そこで、もともとセンターオープン以来、管理業務を市から受託しておられた㈱ジョ

イン川西さんとのコンソーシアムで応募することにしました。それからというもの、8 月 20 日の公募締切

に向けての提案書作成、9 月のヒアリング、10 月の選定委員会開催（内定通知）、12 月の議会議決、1 月以

降の基本協定書作成にあたってのやり取り、2 月末から 3 月に向けての引継ぎや研修など、指定管理業務の

始まる前から相当なボリュームの一年間でした。 

 いざ、平成 22 年 4 月 1 日を迎え、中間支援 NPO 法人としては、やっと本来の業務に専念できると思いき

や、日々、貸館業務や窓口・電話対応などで、この数ヶ月間は飛ぶようにめまぐるしく過ぎていきました。 

 6 月には周年行事の「パレットかわにし 8 周年フェスタ」を開催。このあたりから、徐々に「らしさ」が視

覚化できれば！と思っています。みなさまの温かいご支援・ご協力で、「みんなのセンター創り」をしてい

きます。今後ともどうかよろしくお願いいたします。（センター長：三井ハルコ） 

２ 

 

 

～婿さん（養子？）のひとり言～  株式会社ジョイン川西 代表取締役北川 智一 
川西市市民活動センターと男女共同参画センターが１～2 階部分に入っている「ジョイン川西」は、衰退

の一途をたどる元川西中央市場の地域活性化を考える再開発組合事業（組合員 65 名）として完成した建物

です。計画案を作っては壊され、また、作っては壊しの繰り返しの苦汁を何度味わったことか。計画して 20

年近く、完成への執念と信念を崩す事なく持ち続け、平成 11 年 7 月に、ようやくこの建物が竣工しました。 

建物の床を売却して事業費に充てるため、苦慮しておりましたが、竣工から 3 年が経過した頃、川西市で

男女共同参画センター・市民活動センターの設置構想が浮上、猛烈な誘致作戦を展開し、両センターの誘致

に成功、設計から内装全般に至る工事に携わることとなり、全ての過程に携わってこられたことに、私自身、

深い感激と感銘を味わっています。 

さらに、この両センターの指定管理者制度の導入が検討され始めた 4 年も前の頃から、この仕事は絶対取

るんだとの強い思いで、私の「嫁」探しが始まっていました。おかげで開設当初からセンター管理の業務委

託を得ており、日日の仕事の中で多くの市民団体の活動を見させていただくチャンスも多く、そんな中で「市

民事務局かわにし」の活躍と、かたむける情熱の凄さをいつも感じていました。センターの運営という我わ

れに無いノウハウを持った「パートナー」（お嫁さん）は、「市民事務局かわにし」との思いで急接近、リー

ダーの市民活動推進に生涯をかけるとの思いに感動し、今回のめでたい「結婚」となったのです。 

苦労して作り上げた建物に、熱い情熱と愛情を持つ者とこの運営を生涯の仕事として命をかける者が合体

してやる仕事に、何者にも優ることはないと信じています。この度、試練でもあった「８周年フェスタ」も

大成功、最近はスタッフの皆さんが自信に充ちた活気と笑顔で仕事をされている様子を見るにつけ、「あー、

いい仕事をしているなー」との喜びを感じている今日この頃です。 
 

～センター管理マネージャーから～ 株式会社ジョイン川西 取締役 北川 哲也 

私は、指定管理者制度の導入前に、この仕事の強化スタッフとして平成 20 年に株式会社ジョイン川西に

入社しました。市の運営時にも現場に入り、約 1 年 4 カ月の間センターについて色々なことを勉強し、この

4 月のスタートを迎えました。市が運営している時に常々不思議に感じていたのは“上から目線での対応”。

接客時もそうですが、掲示物においても全て“上から目線”を感じていました。「センターを利用してくれ

る方がおられるからこそ私たちの仕事がある！」をモットーに、いつも利用者の方々から「お兄ちゃんが居

てくれるからこのセンターが好きやわぁ」と言ってもらえるよう、利用者の立場で考え、気持ちよく利用し

ていただけるよう頑張りたいと思っております。 

また、この仕事が取れたおかげで、色々な方と出会えたことに感謝しております。三井さん・小柳さん・

藤森さん・三宅さん・伊藤さん・江熊くん・三井四郎さんなど現場スタッフをはじめ「市民事務局かわにし」

さんのスタッフの方々などたくさんの方に知りあえ、苦楽を共にする仲間がたくさん増えたことを嬉しく思

っております。市民活動センター・男女共同参画センターがある限り、いつまでも「株式会社ジョイン川西」

と「特定非営利活動法人市民事務局かわにし」さんが二人三脚で走り続けることを望んでおります。 

 

 

 昨年の平成 21 年 7 月に「川西市市民活動センター」「川西市男女共同参画センター」の指定管理者募集の

公示がありました。そこで、もともとセンターオープン以来、管理業務を市から受託しておられた㈱ジョ

イン川西さんとのコンソーシアムで応募することにしました。それからというもの、8 月 20 日の公募締切

に向けての提案書作成、9 月のヒアリング、10 月には選定委員会が開催され内定通知を受け、そして 12 月

議会での議決、さらに、1 月以降の基本協定書作成にあたってのやり取り、2 月末から 3 月に向けての引継

ぎや研修など、指定管理業務の始まる前から相当なボリュームの一年間でした。 

 いざ、平成 22 年 4 月 1 日を迎え、「中間支援」の NPO 法人としては、やっと本来の「コーディネーター」

「サポーター」「ファシリテーター」的な業務を最前線で実施できると思いきやナカナカ…。ここは焦らず、

１年間をかけて徐々に「らしさ」が出せたら！と思う今日この頃です。みなさまの温かいご支援・ご協力

を得て、「川西のチャームポイント」となる、みんなのセンター創りをしてまいります。今後ともどうかよ

ろしくお願いいたします。（センター長：三井ハルコ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三井ハルコ（みつい はるこ） 小柳 敎子（こやなぎ きょうこ） 松村 若葉（まつむら わかば） 

事務局長  

センター長 

 

事業マネージャー 

センター運営マネージャー 

 

事務局スタッフ 

松尾 伸二（まつお しんじ） 藏原 亜紀（くらはら あき） 多田 千景（ただ ちかげ） 

事務局スタッフ 

 

子育て支援 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 

きらっと NW 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 

藤森 啓子（ふじもり けいこ） 三宅 紀代子（みやけ きよこ） 伊藤 千代江（いとう ちよえ） 

センターチーフ 

スタッフ 

 

センタースタッフ 

（経理含む） 

 

センタースタッフ 

 

江熊 遊斗（えぐま ゆうと） 三井 四郎（みつい しろう）  

センタースタッフ 

 

センタースタッフ 

 
 

■ 事務局長から ～HARUの風（５）～ 『』 

・新年度が始まりました。NPO 法人になって６年目、とりわけ今年は、私たちにとって大変革の年度、
前号のこのコーナーでも書きましたように「CHANGE & CHALLENGE」の年になります。スタッフ
も上記のメンバーをご覧いただいたとおり一気に増えました。 

・従来どおりの法人本体事業はもちろんですが、指定管理者制度でのセンター運営事業（管理は㈱ジョ
イン川西さんとコンソーシアム）は、まったく初めての経験になります。しかし、不慣れを言い訳に
はできません。新しいスタッフとチームワークを組んで鋭意取り組んでまいります。 

・また、兵庫県から受託する緊急雇用制度での事業の「NPO と行政の子育て支援会議運営事業」も、新
コーディネーターを迎えて、２年次の事業を充実して継続していきます。 

・緊急雇用制度でのもう一つの事業として、阪神北県民局との随意契約で実施する 

「きらっと☆ネットワークコーディネーター設置事業」が加わります。 

・どの事業も「中間支援 NPO」ならでは！ 本領発揮で踏んばってまいります！  

 

 
 
 
 

事務局スタッフ／センター業務／子育て支援／きらっとネットワーク 

昨年の６月から市民事
務局で働くようになり
ました。これからもマ

イペースで、そして成
長したという意味で優
しさ、思いやりを大切

にしていきたいです。
よろしくお願いしま
す！！ 

 

この街でいろいろな出会

いが増えてきました。これ
からも、みなさんの出会い
が拡がって、たくさんの人

がつながりあう街になれ
ば良いなぁと思っていま
す。センターと事務局が、

その核になれたら良いで
すね！！ 

 

これまでの子育て支
援の仕事の経験も活
かしつつ、ＮＰＯな

らではの新しい視
点、支援の可能性を
学びたいと思ってい

ます。今年一年、よ
ろしくお願いいたし
ます。 

 

 

NPO 法人になって 5 年。

新しい事業もスタートしま
した。わくわくしています。
にぎやかになったスタッフ

と共にどの事業も力を合わ
せて頑張りたいと思いま
す。みなさまのなお一層の

ご支援をお願いいたします
（*^_^*） 
 

僅かに残る能力を最大限
に活かし、市民活動サポ
ートをサポートする一助

となれるよう、脳細胞の
再活性を日々心がけ、市
民のみなさまにとっての

安らぎになりたいと思い
ますので、どうぞよろし
くお願いいたします。 

こんにちは。運営スタッ
フの江熊遊斗です。皆様
と協力して、多くの方が

社会活動に参加し、皆で
考え、造りあげていく社
会、また誰も切り捨てら

れずに、幸せに暮せる社
会の実現のため、尽力し
て参りたいと思います。 

 

はじめまして。この４月か
ら市民事務局かわにしの
スタッフとして、センター

業務に携わることになり
ました。現在、2 児の子育
て中の“働くお母さん”で

す。センターに来られた方
が、笑顔になれるよう、お
手伝いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

３ 

はじめまして、伊藤です。4
月からセンターでお世話に
なっています。今は市民活

動、男女共同参画とは…と、
学ぶことが一杯です。初心者
マークですが、様々な活動を

されている市民の方々のお
役に立てるように、私カラー
で精一杯がんばります。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

定年退職後、この３月
まで 1 年間、木工の職
業訓練を受けていまし

た。窓口業務など初め
ての経験で戸惑うこと
が多いですが、新聞編

集に携わったことがあ
るので、何かお手伝い
できることがあれば、

と思っています。 
 

避難所調査事業で｢市民事

務局かわにし｣に出会いま
した。それまで知らなかっ
た社会の繋がりや広がり

にふれることができ、４月
から｢きらっと☆ネットワ
ークコーディネーター｣と

して仕事をさせていただ
きます。よろしくお願いい
たします。 

 

この 4 月から「指定管理者」 
としての業務も始まり、ご覧
の通り、当法人も一気に「大

所帯」となりました。単純な
ようで一番難しいこと―「み
んなで仲良く」―をモットー

に、お互いの個性を活かしあ
いつつ、当法人らしい事業を
展開していきたいと思いま

す。どうかよろしくお願いい
たします。 

 


