
11:00

11:15 富田林市少年少女合唱団 楽しい歌を振り付けをまじえて合唱。団員募集中！見学も歓迎！

大阪大谷大学・バトントワリング部 みなさまに、元気と勇気を届けます11:55

フラダンス・ウルプア かわいい子ども達がフラダンスを踊ります11:35

南河汽車の旅を歌う会 明治時代の鉄道唱歌「南河汽車の旅」をタブレットの演奏で13:25

ワーカーズコレクティブはんど 認知機能を高める「ふまねっと運動」のデモンストレーション13:05

マジックスマイル えっ！まさか？とても不思議なマジックです14:25

はっぴいクワイヤ ゴスペルを通じ元気とはっぴいの種まきをしています14:05

ゲキトモ とっぴー＆ゲキトモ「とっぴーステージパフォーマンス」12:15

居合体験（富田林居合会）

木刀で新聞紙を切ってみよう！

15時～17時

オープニングセレモニー

プロサッカー選手が登場します！お楽しみに！FC大阪12:25

ホバークラフトやプログラミング・ロボットの実演披露
NPO法人学びと育ち南河内ネットワーク（まなそだネット）

科学教室力塾12:45

富田林居合会 300年間受け継がれて、居合の業を披露13:45

富田林大好き★缶バッジくり
（きらめきファクトリー）

富田林の好きな所を絵や文字にし
てオリジナルの缶バッジをつくり
ます。（ひとり1回・無料）

15時～17時

キックターゲット
（FC大阪）

狙った的をぶちぬく
爽快感！豪華景品を
ゲット～♪！

15時～17時
ダーツ体験（花唐草倶楽部）

ダーツ体験&的当てゲームを
お楽しみください。

15時～17時

プログラミング体験
CoderDojo富田林

子どもの為のプログラムクラブ
PC持ち込み飛込み参加可
14時から受付
(参加多数の場合抽選)

14時30分～16時30分

全部で6色のスタンプを集めてネ！各ブースでもらえるヨ！
抽選場所は2階「ガラガラ抽選会」受付です。
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スタンプラリーは全部で6色のスタンプを集めてネ！

第15回ひろとん（市民活動わくわく広場inとんだばやし）案内図

介護予防サポーターの会
健やかスマイル(笑顔はつらつ教室)

大阪府立
富田林中学校・高等学校

NPO富田林
ハートセラピー協会

彼方上7町会
　　まちづくり協議会

富田林・ベスレヘム
　　　姉妹都市協会

市民会議“Mira-ton

金剛地区まちづくり会議

NPO法人学びと育ち南河内ネットワーク
（まなそだネット）科学教室力塾

NPO法人
志塾フリースクールラシーナ

NPO法人大阪府民カレッジ
　　　富田林校

NPO法人
　　ふらっとスペース金剛

NPO法人高齢者大学
シニア富田林くすのき塾

認知症ケアを推進する会
　おれんじパートナー

マジック・スマイル

邪道折り紙研究所

フラダンス・ウルプア

はんどくらぶ
　　　（工房はんど）

NPO法人 動（どう）
 就労継続支援B型事業所バンジー

縁むすび こども食堂
　　LoveLeaves

市のサポートを受け、地域でいきいきとした生
活を送るための介護予防教室の紹介

３月６､７日に富田林中学･高校で開催する｢SSH
地域研究フォーラム」の紹介･宣伝をします

傾聴タロットカウンセリング。あなたの人生の
方向性を楽しみながら探っていきましょう

活動報告のパネルを展示。2020年カレンダー
配布

姉妹都市・米国ベスレヘム市との友好関係の発
展を目的に活動をしています

未来の富田林をあなたと描く市民会議
“Mira-ton2019”の活動紹介

住民等が主体となった魅力的なまちづくり活動
の紹介

小中高生が夢中になって、魚､鳥､虫､ロケット､
飛行機などの不思議について研究しています

フリースクールの活動の紹介や実際の教室で行
われている活動を体験することができます

シニアの力で富田林を盛り上げよう！富田林校
講座説明。手作りおもちゃを楽しもう

市内4ヵ所でだれでも気軽に立ち寄れるほっと
ひろばなどの子育て支援をしています

かわいいかざぐるまを作りましょう。材料は用
意しています。無料

認知症ケアと地域づくり、定期的交流会と出前交
流会の紹介。当事者が作る｢くるみボタン｣販売

誰にでもできるマジックです！一度体験してみ
てください

1枚の四角い紙の一部にハサミをいれることだ
けでバリエーションが広がります

幼稚園児から中学生の子供たちと、ママ、そし
ておばあちゃんで活動しています。

障がいのあるひとの感性豊かなデザインの雑貨
販売

主に軽作業をしています。今後はオーガニック
野菜や食品つくりにも力を入れていきたいです

愛情たっぷりの「おむすび」を食べて、子ども
も大人も一緒に同じ時間を楽しみましょう

富田林市地域活動支援センター
　「紙ひこうき」

とんだばやし子ども食堂・
居場所づくり運営支援ネットワーク

とんだばやしシネマプラス
　　　　＠きんきうぇぶ

CoderDojo富田林

とんだばやしうぇぶ

富田林市社会福祉協議会

シリウスウィンドバンド

河内長野市立
市民公益活動支援センター

大阪狭山市
市民活動支援センター

松原市
市民活動サポートサロン

はびきの市民活動交流会

イオン金剛東店

夢の会

南河汽車の旅を歌う会

花唐草倶楽部

ちいきつくりたい（隊）

富田林市市民会館

NPO法人
ワーカーズ・コレクティブはんど

NPO法人きんきうぇぶ

障がいをお持ちの方が、地域で楽しく日中活動
を行っているセンターの紹介

市内の「子どもの居場所」としての子ども食堂
に食材や人材の支援をしています

映画を見て一人楽しむのも…地域・国を考えるの
もよし、映画をあてにビールを楽しみませんか

子どもの為のプログラムクラブです
初めての子向けのクラスを開催しています

パソコン勉強会を中心に活動するパソコンクラ
ブ。画僧、HPの勉強会を開催

社会福祉を目的とする活動の活性化により、地
域福祉の推進を図っています

2005年に結成した一般吹奏楽団です。富田林
市を拠点に活動をしています。団員募集中！

河内長野市で市民公益活動を行うNPO法人やボ
ランティア活動団体の活動を促進

大阪狭山市で市民と行政との協働によるまちづ
くりの推進を図るための活動の拠点

松原市における「市民公益活動」及び「行政と
市民との協働」の促進

はびきの市民活動フェスタ2020は、3/15(日)
エコプラザはにふで開催

イオンチアーズクラブの活動紹介。小学生が環
境について学ぶクラブです

毎年春に富田林市を流れる「石川」に数百匹の
鯉のぼりをあげています

明治時代に誕生した壮大な鉄道唱歌「南河汽車
の旅」を合唱。冊子「再発見・河内国」販売

こども食堂の紹介＆受付。ボードゲーム体験
ダーツ体験的当てゲームは15時～ステージで

もの忘れタッチパネルや健康や介護についての
相談や情報収集をしませんか?

貸室やイベント、講座のご案内。地域ニーズに
そった利便性ある運営を提供

介護保険事業、保険外の生活支援事業および地
域の人との交流事業をしています。

ICTと地域と福祉をつなぐ！市民公益活動支援セ
ンターなどを運営

(特活)とんだばやし
              国際交流協会

観光交流施設
   きらめきファクトリー

錦織公園
（錦織公園指定管理グループ）

富田林ライオンズクラブ

富田林市献血推進協議会

スマサポG
（スマートフォンサポートグループ）

ガーデンシティコープ金剛東
　　すみれ会

ノルディックウォーク・
　　　　　ぴーすまいる

FC大阪

NPOあずみな

南河内ねこの会

I'll事業所

(一社)富田林市人権協議会

アジア協会・アジア友の会
              富田林地区会

高辺地域連携ネット

富田林市町総代会

ザッカフェ実行委員会

NPO法人のーまらいず

大阪大谷大学  
      TeamY.A.O.

日本語･外国語教室、通訳翻訳サポートをしてい
るNPO。本日はコーヒーと雑貨を販売

富田林ブランド認定商品の販売および観光案内
15時～缶バッジ作りワークショップ（ひとり1回無料）

錦織公園の紹介およびボランティア活動の紹介

ノルディック・ウォークの基本と活動案内

市内各地で街頭献血、啓発活動を実施。本日も南
駐車場に献血車が来ています。献血にご協力を！

ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体で、人々
の安全と健康の為に多様な活動を行っています

スマホの使い方を指導する講師のグループです
主にシニアのための講座を開催しています

遊歩道を花の散歩道に！第28回「全国花のま
ちづくりコンクール」団体部門で優秀賞を受賞

子育てしやすい環境づくり☆地域の繋がり作り
～安心・共助のまちを目指して活動

大阪から第3のJリーグクラブを目指すプロサッ
カーチームです

地域と連携してイベントを作る、行政ボランテ
ィアを中心に活動しています

猫の適正飼育と外猫問題の啓発を行っています

手作り小物販売・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(レジン、くるみボタ
ン)。若者の自立にむけて相談や就労体験を実施

生活・人権相談、人権啓発、就労支援、こども食
堂等の活動紹介。絵本や民話等の販売

ネパールに小学校を建てる運動をしています
活動紹介や手芸品バザーなど開催

地域の交流と連携を促進し、安全・安心・福祉
のまちづくりを目指す

富田林市町総代会は、市内の町会・自治会162
団体で組織しています

作家さんたちが集うハンドメイドイベントを主
催。人と人の交流と地域PR活動

「楽しく面白くお洒落に格好良く」社会貢献活
動や放課後児童デイサービスなどの運営

相談

相談

相談


