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“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。
【情報相談】
・月曜日～土曜日（日・祝を除く）午前 10 時～午 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。
・第 73 回「つどい」11 月 5 日（土）午後 2 時～4 時
・第 74 回「つどい」12 月 3 日（土）午後 2 時～4 時
※原則、毎月第 1 土曜日の午後に開催
※場所は川西市市民活動センター

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「公共」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
■詳細のお問合せ

※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内など
有用な情報をお届けします。
※3 正会員は、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。

⇒【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
⇒【事務局連絡先】 tel（fax）
：072-774-7333（7334）

♪｢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 小川真知子 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 津久井進 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 守田秀子 山下淳 横島毅 横田信之 吉岡行廣 株式会社ジョイン川西 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】
猪飼和枝 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 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 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
NPO 法人ぴあの NPO 法人ふたば (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）

すっかり秋になりましたね。一か月前までは暑い暑い
と言っていたのに…。丌思議なものです。毎年のこと
ですが、当たり前のように季節の移り変わりを受け入
れます。世の中の移り変わり―楽しさばかりではな
く、せつなさ、やりきれなさ、苦しさも受け入れて生
活していきます。そんなことを考える自
分は、去年の今頃とはちょっと違うのか
編集後記
なと感じる今日このごろです。
（matchan）
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 いつも「NPO 法人市民事務局かわにし」を応援くださっているみなさま、本当にありがとうございます。
お蔭さまで、当法人も設立から 7 年目を歩んでおります。昨年の平成 22（2010）年度からは「川西市
市民活動センター」
「川西市男女共同参画センター」の指定管理者としての業務も始まり、この一年間は、
かつてない超多忙な日々を過ごしました。その結果、昨年度は法人の事業報告書やニューズレター発行も
滞りましたが今年度は努力中です。この紙面にて今年度事業について簡単にご紹介させていただきます。
 両センターの指定管理事業を、より一層踏み込んだ内容で実施するため、今年度も、センター事業中心の
事業組みとなります。従って「情報収集・提供事業」、「ネットワーキング事業」、「相談支援事業」や「啓
発事業」の中の多くの事業は、両センターでの運営事業として実施してまいります。
（別紙を参照）
 一方、当法人独自の取り組みである「つながりカフェ」
（ラウンドテーブル的な交流会で 10/20 が第６7
回）や、JR 福知山線列車事故被害者支援の「情報相談」や「語りあい、分かちあいのつどい」（当事者同
士の交流の場で 10/1 が第 72 回）については、自主事業として継続実施しております。
 緊急雇用制度を利用した兵庨県からの受託事業「NPO と行政の子育て支援会議運営事業」は、3 年目の今
年も事業採択され、山元智子コーディネーターを中心に実施中です。
（以下の記事を参照）
 また、兵庨県からの新規受託事業の「子育て情報楽座推進事業」は、阪神北県民局も含めた阪神北域の 4
つの中間支援 NPO で構成された「阪神北ネットワーク連絡会」で培った人脈を使って取組み中で、この
地域の子育て支援拠点を増やすべく事業展開していっているところです。
 さらに、内閣府が平成 22 年度補正予算で実施の「新しい公共支援事業」は、「『新しい公共』の自立的な
発展の促進のための環境整備」の交付金で、兵庨県では「地域づくり活動支援事業」の名目で 5 種類の事
業が組み立てられました。その内の「NPO 等イメージアップ作戦事業（寄附募集支援事業）
」について、初
の試みで 6 つの NPO 法人の協同実施として採択され、現在スキーム作りから取り組み中です。
 法人にとっての自立的な活動財源につながる「自主事業」については、両センターの運営管理業務を充実
させつつも人材確保に努め、新規立ち上げが可能になるよう鋭意努力していきたいと思っております。

「NPO と行政の子育て支援会議」は NPO と県・市町などの行政が協働して子育て支援を行う仕組みをつく
り、社会全体のなかでの子育て支援の取り組みを一層進めることを目指しています。その推進を目的とした
「NPO と行政の子育て支援会議運営事業」を平成 21 年度から受託して、3 年目となりました。宝塚・伊丹・
三田・川西の 4 つの中間支援 NPO 法人と阪神北県民局との連携をとりながら、本年度は、すでに実施済み
のものも含め、主な事業として下記に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
●子育て支援地域交流会
★いろんなツールで楽しもう！交流会＠三田（7 月 23 日 三田市まちづくり協働センター）
情報提供： 小椋聡さん（デザインオフィスコージィ）
伊藤眞知子さん（パズル式あかね積木協会）
増岡由紀子さん（アップルキッズ）
★みんなで一緒に音を楽しもう！交流会＠伊丹（9 月 11 日 伊丹アイフォニックホール）
出

演： 稲岡大介さん（NPO 法人バリアフリー・ミュージック・ガーデン）
ミュージックフィールズの皆さん

★（仮）パパ目線のデジカメ講座（子育て支援 地域交流会＠宝塚）
★（仮）”発達障がい”について学ぶ（子育て支援 地域大交流会＠川西）
●子育て支援ニュースレター“地域みんなで子育てしましょ！”毎月発行
●新入会会員の獲得（阪神北地域実績 H23 年 9 月末現在 28 団体：本年度新入会 2 団体
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三井ハルコ（みつい はるこ）
■事務局長
◆センター長

早いもので指定管理事
業も折り返し点を迎え
ました。取り組んでみ
て初めて分かったこと
も沢山ありました。
今後は、法人本体の自
主事業の充実も図って
いきたいと思っており
ます。どうかよろしく
お願いいたします。

松尾伸二（まつお しんじ）
■事務局スタッフ

小柳 敎子（こやなぎ きょうこ）
■事業マネージャー
◆センター運営マネージャー

センターの管理運営が始
まって 1 年半、市民のみ
なさんが自らの力で川西
をよくしていきたいとい
う思いを強く感じます。
中間支援 NPO として、そ
のお手伝いが少しでもで
きればと思っています。よ
ろしくお願いいたします。

松村 若葉（まつむら わかば）
■事務局スタッフ

◆センターチーフスタッフ

三宅 紀代子（みやけ きよこ）
◆センタースタッフ（経理含む）

市民事務局かわにしのスタ
ッフとなって、約１年半、
多くの方に出会い、経験を
積ませて頂き、沢山のパワ
ーを頂きました。また NPO
の面白さや、柔軟さ、可能
性を感じてきました。まだ
まだ未熟ではありますが、
これからも向上心と好奇心
を持ちやってまいります。
よろしくお願いします。

田邉

敏子（たなべ としこ）

◆センタースタッフ

はじめまして。6 月よ
り勤務いたしておりま
す。センター業務を通
じてのさまざまな出会
いが宝物になるよう、
ホスピタリティの気持
ちをたいせつに精一杯
努めさせていただきま
す。どうぞよろしくお
願いいたします。

■子育て支援
コーディネーター

未曾有の大災害や経済
丌況と雇用丌安、少子
高齢化が及ぼす社会保
障への影響や国家財政
の危機を目前にする
と、市民活動の意義を
更に深く意識するよう
になりました。今後の
私の課題です。

安田

4 月からコーディネー
ターとして勤務して
います。地域の子育て
支援活動がより一層
活発になるよう、ネッ
トワークづくりのお
手伝いをしたいと思
います。1 年間よろし
くお願いいたします。

多田 千景（ただ ちかげ）
■事務局ボランティア

市民活動を続けてきて、最
近特に感じるのは続ける
ことの大切さです。緩やか
な繋がり、目立たない活動
も、続けていれば、いざと
いう時大きな力になりま
す。まちづくり支援もゆっ
くり繋がり続けましょう。
よろしくお願いします。

市民事務局にお世
話になり、２年半が
経ちました。まだま
だ力丌足な未熟者
ですが、少しでも法
人の力になれるよ
う、頑張っていきた
いと思います。

藤森 啓子（ふじもり けいこ）

山元 智子（やまもと ともこ）

避難所調査事業、きらっと☆
ネットワーク事業でスタッ
フとして勤務していました。
担当事業がなくなり、これか
らも市民活動やＮPO につい
て学びたいとボランティア
スタッフとして関わらせて
頂いています。よろしくお願
いします。

本田

澄江（ほんだ すみえ）

◆センタースタッフ
この春、子育て支援の現場
から心機一転。お世話にな
っています。生き生きと暮
らせるまちづくりを目指
し、活動されている市民の
みなさまからたくさんパ
ワーを頂いています。皆さ
まとの出会いを大切にし
たいと思っています。

和弘（やすだ かずひろ）

◆センタースタッフ
定年後、会社組織から
離れて地域社会に身を
おき、自分の資質や能
力に相応しい最適化を
試み中です。人の出会
いや繋がりを大切にす
る NPO で働くことが
出来幸せです。どうぞ
よろしくお願いいたし
ます。

総会の様子

■ 事務局長から ～HARUの風（６）～
四季の廻りを感じにくくなっているのは私だけでしょうか？ 学生の頃から季節の変わり目の微妙な
変化を感じるのが大好きでしたが、今年は一気に夏から秋へ突入。日本の亜熱帯化が進んでいるとは、
こういう状況をさすのか…。緩やかに季節が移ろっていくのを味わえた頃が懐かしく思えます。
さて、経済情勢が停滞した中で未曾有の災害に見舞われた日本は、いま非常に厳しい状況にあります。
基盤脆弱な NPO にとっても資金確保や人材確保は恒常的な問題。そのせいか、最近「NPO 法人をやめよう
かと思う」という声をよく聞くようになりました。当法人もその厳しさを免れません。私自身も最近は、
かつて感じた「ワクワク感」より「切実感」の方が優位で…。NPO らしい仕事や NPO らしい働き方とは？
NPO は本当に必要？ NPO の存在意義は？ 疑問符の渦巻きがグルグルと頭の中を回ります。
しかし、時代の大きなうねりの中で「何かが変わっていっている」ことは確か。改正 NPO 法や新寄付
税制に期待し、
「めざそう、認定 NPO 法人！」と思いつつ…。1 団体だけでは解決に導けない課題に対し
て、現在 NPO ネットワークを超えた「つながり」で「変革」にチャレンジしようとしています。これか
らも当法人へのみなさまの変わらぬ暖かいご支援（こころの投票）をどうかよろしくお願いいたします。

