
ウォーキングやボランティアガイドにご興味のおありの方はご連絡ください。
連絡先：０９０-３８２９-３７０２ 林

会長 吉田榮男（右２番目）富田林まち巡り ウオーキング
「富田林のええとこ」をとんだばやし観光会のボランティアガイドとともに
歩きませんか。今年もいろんなコースを巡りますので、ぜひご参加いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。案内パンフレット等でご案内します。

とんだばやしボランティアガイド



大阪府民カレッジ富田林校

自然と歴史
の宝庫

富田林校は、地域密着型のカリキュラムで構築し、富田林市をはじめ南河内地域の

歴史や文化などを座学、まち歩きにより総合的に学び、健康で仲間と共に有意義で

楽しい時を過ごすことを目的として平成３０年に開校し、今年は４年目を迎えます。

ＮＰＯ法人 大阪府民カレッジ

ホームページ https://www.osakakumin.org/

〒540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂１－１－３５

大阪市教育会館（アネックスパル法円坂）

ＴＥＬ０６－６３６０－４５６５ ＦＡＸ０６－６３６０－４４１０

https://www.osakakumin.org/


B型作業所見学会        

 

富田林ほっこり会       

富田林精神障がい者家族会 
精神疾患を患った人の家族同士で語り合い、支え合い、学び

合って回復する力をつけることを目指しています。 

                      

           ≪連絡先≫ 

           ☎０８０－３８１４－６５８９佐野 

詳細はリーフレットをご覧ください                



富田林市町総代会
いざという時には、日頃のご近所づきあいが、何よりも大切です。
地域活動や行事への参加を通じて、みんなで心のかよいあう地域を
つくりましょう！

団体数：161 （令和３年１月現在）

富田林市町総代会事務局
富田林市役所 市民人権部 人権・市民協働課内
ＴＥＬ 0721-25-1000

町会・自治会とは

近隣に住む人たちが、お互いに助け合い、協力し合って、自分たち
の住む地域を明るく住みよい安全・安心な地域にしようと、自主的
な運営をしている団体です。 防犯・防災活動や福祉活動など様々
な地域活動を行っています。

町会・自治会では地域のみなさんを支えています。

・犯罪のない地域づくり ・市や地域からの情報提供
・きれいな環境づくり ・災害に強い地域づくり
・思いやりのある地域づくり ・ふれあいの場の提供

町会・自治会に加入しましょう！！
町会・自治会の加入に関するお問い合わせは、
お住いの町会・自治会の役員へ。

町総代会って、どんな団体？

各町会・自治会の町総代(代表者)によって設立
された団体です。 各町会・自治会の共通課題の
解決に取り組んでいます。 課題解決にあたって
は、複数の町会・自治会の交流・連携と、市役所
との双方向の意見交換・意見具申を大切にして
います。

町総代会って、何をしているの？

①広報や全戸回覧のチラシなどの配布の協力。
②市役所の審議会や委員会への委員派遣、市
役所の関係部課との意見交換など。
③先進事例の情報収集・先進市町村での研修、
公開講座の企画・実施。
④その他市民の福祉増進と自治振興に必要なこ
と。

とんだばやししちょうそうだいかい



富田林・ベスレヘム姉妹都市協会

富田林市の姉妹都市であるアメリカ・ベスレヘム市との交流事業を行っています。

隔年で交互に交換学生の派遣・受け入れを行っています。

ベスレヘム市

Tondabayashi Bethlehem Sister City Association

アメリカ合衆国ペンシルベニア
州東部に位置し、気候は四季に恵
まれています。
市内にはかつて全米最大級の規

模を誇ったベスレヘム・スチール
という巨大製鉄工場やリーハイ大
学などがあります。

2018年派遣事業 2019年受入事業

英語弁論大会

市内小・中学生を対象に英語弁論大会を開催しています。

交換学生事業

ベスレヘム・
スチール リーハイ大学

ベスレヘム市の位置



TNR 

地域猫 

繁殖制限！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南河内を中心に猫の適正飼育、外猫問題の啓発活動 

を行っている団体です。地域で猫の問題を解決 

できるよう、エコールロゼ４階ロゼサロン２で 

市民集会の「猫ともクラブ」を開催しています。 

猫の問題を一緒に考えませんか？  

お問い合わせ：nekotomoclub229@gmail.com 

南河内ねこの会 猫ともクラブ 

不幸な命を増やさ

ないために 

わたしたちにできる

こと！ 

人と猫、みんなが幸せに暮らせる街をめざして 

命を大切に 



  

 

 

コロナの影響により、例年に比べて献血者数が減少しており、

血液製剤の必要量の確保が困難となっております。尊い命を

救うために、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【富田林市内での主な献血会場】 
○エコール・ロゼ        ○コノミヤ富田林店            

○富田林市役所       ○南河内府民センター 

○トライアル富田林店    ○ＰＬ病院         など 

※富田林限定献血ポイントカードあり♪ 

（献血１回につき１ポイント、５ポイント貯めるとちょっと豪華な記念品を進呈♪） 
 

富田林市献血推進協議会 

『献血は不要不急の外出にあたりません』 



南河汽車の旅を歌う会
この歌を通じてここ南河内エリアを日本遺産にしたい

明治三十三年頃、当地の音楽愛好家の皆さんによって

四十七番まで続く壮大な鉄道唱歌が誕生していました。

歌を通じて河内の国の文化・歴史にもっと親しみましょう。

南河汽車の旅を歌う会 世話人 高井 義
電話：0721-24-8279

「南河汽車の旅」の話をしたり、

一緒に歌を歌ったりなどのボランティア活動をしています。



そうねえ～ 

  

こころの電話相談「すばる」 
《電話番号  0721-25-8264》 

《電話受付は、毎水曜日午前 10時～午後 3時 30分》（祝日・年末年始は休み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人で悩まず お気軽にお電話ください！ 

わたしの気持ちを 

聞いて！ 

うまくいく方法 

教えて！ 

どうしたい、、、 

うん。うん。 

そうなんだ 

どなたの お話も お聞きします。 

心のいらいら  もやもや  どんなことでも  

●  名前や住所は、お尋ねいたしません。 

《秘密厳守》相談者のプライバシー・ 

相談内容は漏らしません。 

●  思想・信条の自由を大切にいたします 

「すばる」は特定の団体に所属していません。 

●  相談時間内であれば時間制限はありません。 

 

どのように 

伝えたらいい！ 



NPO 富田林ハートセラピー協会

一人ひとりのココロ＆幸せのケア

絵本カフェ
色えんぴつ

ペイントアート

【個人対応】

・傾聴カウンセリング
・メンタルコーチング etc.

詳細は↓↓

いきいき
ワークショップ

【グループ講座】
・幸せ塾
・Neo メンタルケア学習会
・循環のコミュニケーション講座 etc.

誰もが受け入
れられる社会

【事務所】
富田林西口駅5分
（富田林一中横）

℡ 090-9547-5179



 

 

 

 

 

                        

 

チーム名「ウル プア」は、ハワイ語で「たくさんの花」という意味になります。 

それぞれが咲き誇り、花園のように見る人の心に癒やしと和みを届けたいという願いが込められています。 

ウルプアの中でも、富田林で活動しているチームは、「アアリイ」というハワイのお花の名前がついています。 

 

Ulu Pua `A`ali`i (ウル プア アアリイ） 

 

ジュニアが中心のチームですが、 

大人も一緒にお稽古することで 

元気をもらっています。 

地域のイベント（夏祭り等）や 

フラのイベント、 

ボランティアで地域の施設などで 

日頃の成果を発表させて 

いただいております。 



静と動の世界へいざなう 富田林居合会 

私たち富田林居合会は、居合道を楽しみながら健康な心と体を養い、後世に古武道の一つ居合道の業（無双直伝英信流） 

                     を伝承する目的で、2015年 5月に結成され、今年の 5月で７年目を迎えます。  

居合道の流派は多岐に渡っていますが、304年ほど前（享保元年 1717年）に、正流第七代長谷川主税助英信が古伝の業 

に独創の業を加えました。その「無双直伝英信流」の居合の業を受け継ぎ現在に至っています。   

居合道の始まり 

 室町時代の末期、戦国時代になると、太刀はほとんど廃れてしまい、打刀と脇差の二本を帯刀するのが武士の日常の姿と 

なりました。その打刀による抜き打ちを武道として完成させたのが、1542年（天分 1年）出羽の国楯山山崎村（現在の山形県 

村山市）で生まれた、林崎勘助源重信です。武術に精進し、厳しい稽古を積み、居合の極意を得、1561年京都で父浅野数馬 

の敵討ちを果たします。その後も諸国修行の旅を続け多くの弟子を育てました。それが、居合道の始まりと云われています。 

林崎勘助源重信は、山形県村山市の林崎神社に居合の流祖として祀られています。 

無双直伝英信流 

流祖以来、代々その伝統を継ぎ幾多の分流と名手を輩出してきましたが、第七代宗家の長谷川主税助英信が古伝の技に独創を加え 

時代に合った改善を行い、故郷の土佐に帰ってこれを伝えました。この新しい流派を無双直伝英信流、長谷川英信流と呼ぶようになりま 

した。明治時代の廃刀令、第二次大戦の敗戦の日本刀没収と多難な時代を乗り越えてきました。 

               静と動の世界にいざなう 

           居合道の稽古や演武では、静寂の中、凛とした気魄を込め、刀の一振り一振りに気力を 

込めます。そして、観る人々を静と動の世界に誘（いざな）います。 外国の方との交流会や寺社の奉納演武や 

イベントなどで、日本文化の伝統の一つ「古武道としての居合道」のそんな世界（演武）を皆様にお見せするこ 

とが出来ます。ぜひ多くの方たちに古武道の世界を実感して頂きたいと思います。 

                                          居合道見学会のお知らせ 

                                          日 時： 2021 年 3 月 6 日（土）130:00～16:30 

                                         場 所: 富田林市立中央公民館 2F ホール 

                                          申し込みは中央公民館へ  ☏ 0721-24-3333                                         

稽古日・場所・時間 

◇土曜日中央公民館ホール 13:00～17:00 

◇第 1 水曜日：ロゼサロン 第 2～５水曜日：総合体育館  

◇日曜日(月一回)総合体育館（水曜日、日曜日は時間が異なることもあります 

 連絡先 ０９０－５３６９－８５７４富田林居合会 靍田（つるた） 
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すばるホール や 出前交流会あり！    畑作業 交流 収穫パーティー 

      

 

 

 

 

 

 

 

事務局（井尻）090-3996-0071 

   第 4回（R1/8/25） 栄養の話       チラシも見てね！ 

団体名 認知症ケアを推進する会 おれんじパートナー 

認知症になっても、ともに笑顔で暮らせる地域 

つながろう、つなげよう、お互い様 

交
流
会 

 

講
演
会 

 

フ
ァ
ー
ム 

 

ホームページ 

facebook 

 

LINE 

 

 



●本町12-11 ⅯAＰカフェ内
●こども100円
●月2回 土曜日 12：00～14：00
●連絡先：080-1449-1043（山口）

子どもたちが、自分の力
で安全で安心して成長す
ることを助け、自分を出
し合える場を創ります。
誰もが”ほっこり”と過ご
せる場をめざします。

●若松町1-9-12市立人権文化センター内
●月4回 木曜日 18：00～19：30
●こども：100円
●連絡先：24-3700（古川・緒方）

小学生であれば、誰でも
参加できます。
栄養のある、バラエティー
あふれるメニューをご用意
しています。
また四季折々の行事や農業
体験も楽しんでいます。

●常盤町16-11 Topic2Ｆ
●毎月第3土曜日 18：00～19：00
●こども・学生200円
●連絡先：090-1968-7541（谷川）

WEBより「トピックずーむ
食堂」で検索。
テイクアウト＆リモートで
「コロナ禍でも楽しめる
子ども食堂」をめざしてい
ます。

※子ども食堂はすべて予約制になっております。申し込みをした上でご参加ください

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

●宮町2-7-39 オレンジカウンティCafe内
●月2回第2土、第4 日17：00～20：00
●こども100円
●連絡先 70-7142（山田）

愛情たっぷりの“おむすび”
を食べて、子どもも大人も
一緒に楽しみます！絵本、
読み聞かせ、チャンバラ、
折り紙、カルタ、こどもラ
イブetc..みんなの笑顔が集
まる楽しい居場所です。

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
富田林市こども未来室
富田林市社会福祉協議会
富田林市市民公益活動支援センター

●小金台2-5-10 NPO法人きんきうぇぶ内
●毎月第3水曜日 18：00～19：30
●子ども100円
●連絡先：29-0019（寺田）

食事の提供を通じ、地域の
子ども達が安心して集える
居場所として開設しました。
無料のプログラム教室、
絵本の読み聞かせなど、
様々なレクレーションを
企画しています。

●須賀2-19-11-2Fカフェ＆バー「花唐草」
●月4回（不定期）
●こども100円 おとな300円
●連絡先：070-4313-6358（寺田）

大人も子どもも楽しめる
スポーツとして話題の
ダーツが体験できます。
また様々なゲームやイベン
ト開催なども企画。
子育てとともに、子ども
どうしのつながりを応援！



 

 

 

 

 

                    指導者        ピアニスト  コロナ禍だからこそ 

                                リモート.レッスン 

                                始めませんか？                  

火曜日（月 3 回） 

 10 時～   にて 

                                月謝 1500 円 

    (リモート.レッスン) 

指導者 眞野悦子 

                                             （大阪芸術大学教授）   

  ピアニスト 藤里香世 

                                                                      30 分体験無料 

                                 詳しくはチラシを 

                                 ご覧ください。 

問い合わせ先  09097022101 村尾 

女声合唱金剛アマービレ 

リモート.レッスンのぞいてみませんか？ 



健やかスマイル 介護予防サポーターの会 
 介護予防サポーターとは  

 富田林市健康推進部高齢介護課主催の介護予防サポーター養成講座を修了し 

介護予防の知識を持ち、地域や介護予防教室の中で、介護予防の大切さやその方法を伝え、 

地域のみなさんの介護予防や健康づくりのお手伝いをしています。 

 地域みんなで、笑顔はつらつ教室へ  

 介護予防教室 (笑顔はつらつ教室) が、地域で 

継続的に開かれることで、 

 ①家から近くて参加しやすい。 

 ②生活の中に介護予防の行動が定着しやすい。 

③継続することで、介護予防の効果が現れる。 

 ④地域のみんなで、介護予防に取り組んでいける。  

など、高齢の方が自立した日常生活を続けるための 

地域の活動をサポートしています。 

 活動の場は  

 富田林市内の自治会館、集会所などで地域住民の方々が 

開催する３０ヶ所ほどの教室に、介護予防サポーターが 

２名から４名で分担して訪問し、運動指導や見守りをします。 

 

☆『笑顔はつらつ教室』や介護予防サポーター養成講座に 

 ついてのご質問、お問い合わせは、市役所高齢介護課にお願いします。 

介護予防サポーター

は赤いＴシャツを着

て活動します。 

運動中の参加者さん

の見守りをします。 

運動指導もします。 





 

    

第 4回富田林寺内町シネマプラス映画祭 今年のテーマ「Art ＆ Music」 
2021 年 3 月６日（土）～3 月 21 日（日） 
（新型コロナ感染状況によっては中止・延期の場合があります） 

 

★「ザ・テノール 真実の物語」「ドキュメンタリー太陽の塔」「モリのいる場所」ほか 10 作品を上映予定★ 

きらめきファクトリーで 2月 6日(土)から予約受付スタート！ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

富田林寺内町シネマプラス実行委員会 
「映画で日本を、世界を、愛を、知る」。 

◆ ◆ ◆ 

映画を愛する市民有志が集まり、 

「富田林寺内町シネマプラス映画祭」を主催。 

（今年 3 月第 4 回を開催） 

 
設立：2016 年 会員数：８名   

所在地 富田林町 16-32 じないまち Lab.内 
  

                        

富田林寺内町シネマプラス映画祭の最新情報はコチラ 

   

                

   公式 Facebook ページ      公式 LINE ページ   

 

 

 

   

          

                  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「明日も来たい」と思ってもらえる居場所 

作りを大切に日々活動しています。 

短時間の利用もでき、少人数で安心して人とか

かわる練習などもできるセンターです。 

一緒に活動していく中で少しずつ“できる”を

増やしていきましょう。    

イベントの企画もスタッフと利用者同士で話

し合い決定します。 

参加してみたい、やってみたいなどの気持ちを 

応援します。イベントを通してボランティアの 

方々とも仲良くなれます。 

あなたも一緒に楽しい時間を過ごしましょう！ 

Work（働く） 

就労したいけど不安……まずは生活リズムを整

えて、無理せずゆっくりと作業をしてみましょ

う。ご自分のやりたい仕事を見つけてください。 

袋詰め等の軽作業、点字、パソコン作業等。 

もちろん作業にみあった工賃が出ます。 

お問い合わせ先 

地域活動支援センター紙ひこうき  〒584-0048 富田林市西板持町 4 丁目 16-5  

                                    TEL/FAX:0721-30-3110  E-mail ipponokai@hera.eonet.ne.jp 

 

     

NPO 法人一歩の会 

地域活動支援センター紙ひこうき 

富田林市にお住いの障がいをお持ちの方が安心して快適な生活がおくれるように、創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進

を図るとともにさまざまな相談に対応し、あなたが心地良くすごせるようサポートさせていただきます。 

 



遊びに学び、遊ぶゆとりのある生活を★

こども食堂★登録

★ダーツ教室★
こどもからシニアまで

大人気！！

★こども食堂★
ダーツ,ボードゲーム

STEAM教育も

Facebookページ

電話：070-4313-6358 (テラダ)
メール：info@hanakarakusa.jp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花の散歩道すみれ会 

花のまちづくりボランティアグループすみれ会です 

 

 

団体部門の優秀賞を受賞しました。2018年 10月 25日 

 

活動開始日 1998 年 1 月 11 日 
活動場所 富田林市津々山台 1 丁目の遊歩道。 
新たに植栽管理協定書 2017 年 3 月 28 日締結 毎年自動更新 
植栽費用 会員個人負担  会員数 25 名 
https://flowersu3rekai.jimdofree.com/?preview_sid=152499 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

富田林市社会福祉協議会 ボランティア 

人との交流が難しい新型コロナウィルス禍でもつなが

る活動として、メッセージカード事業を行いました。 

9月から 11月の募集で、子どもや高齢者、医療・介護

従事者、他様々な分野への応援メッセージをたくさん頂

きましたので各所へ届けています。また、市役所など公

共施設には一部掲示もしています。 

メッセージを頂いた皆様、ありがとうございました。 

応援メッセージを力にして、皆で乗り切りましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人ふらっとスペース金剛 



子ども宅食 「にっこり」 
 

ひとり親で子育て中の世帯へ、定期的に無料で食材を届ける活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注＞ご利用できる世帯には、限定事項があります。 

              詳細は、申込書を参照してください。 

（お問い合わせ） 子ども宅食「にっこり」  090‐7364‐9950 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO あずみな 
「歳を重ねても安心して暮らせる街だといいな」 

「地域でもっと つながりができたらいいね♪」 

「自分にできることで誰かのお役にたてるの？」 

そんなあなた♪ 私たちと一緒に楽しく活動しませんか？ 

 

 

 

「地域共助のしくみ★作り」 
 

子育て、介護、家族や自身の体調不良や急なアクシデント etc

いざという時、地域の人同士で気軽に声かけあって、気兼ね  

なく、助けたり助けられたりできたら安心です♪ 

NPO あずみなは、ネットを活用した現代版ご近所の助け合い

「あずみなセーフティーネット」作りに取り組んでいます！  

 

 
「子育てしやすい環境★作り」 

 

小さな子どもを抱えたママが、孤独で 

不安な子育て期を過ごすことのない

よう、地域でつながり、見守り、支え

合うことで、安心して子育てを楽しめ

るよう、地域親子の応援をさせていた

だいています♫ 

 

◆NPOあずみな事務局◆ 
 

   富田林市向陽台２-１６-２６ 

☎ ０７２１-４０-０２８８  

〈mail〉 fgcocorobb@ybb.ne.jp 

〈HP〉http://azumina.jimdo.com 

 

 

 
「地域のつながり★作り」 

 

ティータイム交流会、ランチ交流会♪現在はオンライン

ZOOM 交流会で、楽しく異世代間交流を行っています♪ 

 

mailto:fgcocorobb@ybb.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリウス ウインド バンド 



(公社)アジア協会アジア友の会
富田林地区会の取り組み

約30年前、ネパールに学校を建てることを目標に活動を開始。今
までに4校を建設し、今5校目を計画中です。
当初は5教室の校舎が100万ぐらいで建設できましたがネパールも
インフレで3校目からは同規模の学校が200万程度架かるようにな
りました。
学校建設の資金は、月1回の滝谷不動尊駅前のリサイクルバザー、
年2回の住道駅前バザー、その他、地域のふれあいバザー等に出店
しています。
また、地域の皆様の協力でアルミ缶を収集し、回収業者に販売し
てその収益を当てています。
学校建設資金の8割はアルミ缶の販売収益です。
30年の間には何回も経済の変動があり、国際商品であるアルミは
変動が多く、最安値はリーマンショック時の1キロ（350cc缶約70
缶）40円。最近は90円から70円間です。新型コロナショックによ
り4月から急に3月の75円から55円に値下がりしました。世界経済、
日本経済が回復してくれれば良いのですが、これからも地域の方
の協力を得て、継続していきたいと思います。

アルミ缶を集めて学校を建てる

地区会代表 沖田文明 ☎22-1220



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 高齢者大学 

シニア富田林くすのき塾 
シニア世代がいきいき過ごせる講座やイベントを企画運営してい 

ます。富田林市内数ヶ所で活動中。会員になると１回 400 円で講座に参加できます。 

…… 活動中の講座 …… 

歌謡教室  大正琴  川柳 

言の葉遊び（朗読） 手編み 

気功  太極拳  ヨーガ 

ハワイアンフラ  健康体操 

民舞踊 新舞踊 よさこい踊り 

ウォーキング  演劇  書道  

生け花  囲碁  健康麻雀 

日時･場所などくわしくは、会報ま

たはホームページをご覧ください 
…… 指導者･講師 募集 …… 

あなたの得意な分野で講座･教室を開いてみま

せんか。5 人以上の受講者が集まればＯＫ。

くすのき塾が運営をサポートします。 

くわしくは、お問い合わせください。 

→ 理事長：山口 紘 TEL 0721-23-3610 ヨーガ 





CoderDojo富田林

CoderDojoは非営利のプログラミングクラブです。2011年にアイルランドで始まり、世界では110カ国・2,000の道場、日本には

226以上の道場があります。CoderDojo富田林は隔月偶数月に開催しています。

子どものための プログラミングクラブ（Dojo)です  

● およそ７〜１７歳の子どもが対象です。ニンジャって呼ぶよ！

● ゲームやアプリを３D制作など子ども達の作りたいものをプログラムで作り

ます

● プログラムをメンターと呼ばれるボランティアの大人がサポートします

● 無料です！（寄付は歓迎します）

● メンターは答えだけを教えるのではなく一緒に作り方を考えます

● 他の子どもとの教え合い、学び合いを推奨します

プログラムに挑戦 
したい子ども達 
まってます！！ 

お問い合わせはWebまたはメールにて！ 

初めての参加者にはScratchという子
ども用プログラミングで入門できま
す！ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（特活）とんだばやし国際交流協会 

外国人市民が生き生きと暮らすためのサポートと 

“多文化共生”が息づく地域づくりに取り組んでいます 

外国にルーツをもつ子どもたちとの

多文化共生事業 ～キャンプ 

  

 

日本語よみかき教室

き教室 

 

 

通訳・翻訳サポート事業 

 日本語を母語としない人たちが、言葉の

壁で不自由や不安を感じることがないよう

に、無料で通訳・翻訳サポートをします。 

市役所の窓口、病院、学校での通訳、 

市役所からの案内、学校からの手紙などの

翻訳を行っています。 

多文化理解のための 

語学講座を開催中！ 

 

子ども多文化フェスティバル 

２０２０を開催しました！

 

お問い合わせは 

（特活）とんだばやし国際交流協会まで 

〒584-0036 富田林市甲田 1-4-31 

TEL&FAX:０７２１-２４-２６２２ 

e-mail:ticc@m4.kcn.ne.jp 

http://www4.kcn.ne.jp/^ticc/ 

Facebook 

 



ザッカフェ実行委員会
富田林を中心に手作り大好きな女性たちが集まり
年3回、ハンドメイドのイベントを開催しています！

布小物ロゼでハロウイン

ドライフラワー 革製品

LINE公式アカウント

お問い合わせ

富田林でイベントを立ち上げ今年で10年目になります。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。







「いっしょに笑おう！富田林」
心と体の免疫力アップ！　お家で体操！

　笑いは、心と体の免疫力を高めます。コロナ禍を元気に過ごす習慣作りを体験して 
みませんか。2020年4月、新型コロナウィルス感染予防対策の緊急事態宣言発令され 
不要な外出は自粛し、マスク、手洗い、消毒もこまめに実行しましたが、運動不足や 
コミュニケーション不足になってしまいました。そんな時、オンライン（zoom使用） 
で笑いの体操をやってみようと集まったメンバーが週に一度、笑いのトレーニングを 
続けてきました。日常に注意をしながら、元気に楽しく過ごしています。

「Zoomでけへん😆」

「笑いの体操って、どんなん？😊」

Zoomは分からないなぁという方
も、ご連絡くださいね。

「いっしょに笑おう！富田林」「大阪くっく笑いクラブ」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel  080-3463-4118 
日本笑いヨガ協会認定　笑いヨガティーチャ-（池川まで） 
「富田林笑いクラブ　笑タイム」　　　Tel  080-5339-6878 
日本笑いヨガ協会認定　笑いヨガティーチャー　（那須まで） 

無理に笑う必要はありません。ご自身の呼吸に声をのせて 
マイペース、マイlaughter、健康維持にお役立てください。

福島県立医大教授大平哲也氏著書 
「コロナうつ」「コロナ不調」 
を防ぐ健康法「笑いヨガ」を紹介



富田林市少年少女合唱団

団員募集中！
あなたも私達といっしょに歌いませんか？

歌が好きなら誰でも入団できます。

♪楽しい歌がいっぱい歌える
♪いろいろな学校や学年の友だちができる

【入団資格】小学校１年生～高校３年生（幼児もご相談ください。）
【練習日時】毎週日曜日９：30～12：30（一中のとき）、～12：00（公民館のとき）
【練習場所】富田林市立第一中学校、富田林市立金剛公民館ホールなど
【主な行事】定期演奏会ほか市内外での演奏会出演、夏合宿、など
【団費など】団費2,000/月､行事費1,000～3,000円/月（合宿費､演奏旅行費等は別途実費）
【申込方法】お問合せの上、練習場所にお越し下さい。（見学も歓迎。）
【問合せ先】中村 090-5131-8377 bonjourtakeko0515@docomo.ne.jp

鷲見(すみ) 0721-21-3620 sing.sumi@nifty.com

ホームページ

facebook

今はコロナ対策（マスク等）を行って活動しています。



タブレットバンド・アトム ♪
1951年、手塚治虫のSF漫画「鉄腕アトム」が誕生した頃、

コンピュータは遠い未来の話。
パソコンやスマートフォンがこんなにも進化し、

タブレットで演奏ができるなんて、誰が想像したでしょうか？
タブレットの楽器アプリを使うと、

指1本で演奏を楽しむことができます。

タブレットの楽器アプリを使って8人で活動しています。全国タブレット合奏コンクールでは、3年連続金賞を受賞♪
富田林ボランティアフェスタやお祭りなどに参加し、歌と演奏を地域の方々と楽しんできました。

また、みんなで集まれるようになったら、暗くなった気持ちを吹き飛ばせるような元気な演奏をお届けしたいでーーーす。

WEB



富田林の自然を守る会
生物多様性を守り、自然と共生するまちを！

連絡先：富田林の自然を守る会代表 田渕武夫 E-mail tabuchi@hb.tp1.jp TEL 090-8888-3912

奥の谷の

里山
保全
観察路づくりとその周囲の里山整備

道の側面の
ヒノキを間
伐、すがす
がしい里山
観察路に

自然に親しむイベント（文化的行事）
田植え

つる細工 野草を食べる会
草だんご作り

富田林の自然を守る会ホームページ：http://tondabayashinoshizen.g3.xrea.com/

フクロウの赤ちゃん

ムラサキシジミ

キンラン

サ
サ
ユ
リ

奥
の
谷
の
動
植
物

ヤブミョウガ

mailto:tabuchi@hb.tp1.jp
http://tondabayashinoshizen.g3.xrea.com/


 

 

 

 

 

 

 

が管理運営の基本テーマであることから、下記の 

いろいろなイベントを実施し、府民、市民のみなさまに 

楽しんでいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪府営 錦織公園（錦織公園指定管理グループ） 

人と自然のつながりで、 

    錦おりなす錦織公園 

  
田植え体験           稲刈り体験 

  
芋ほり体験             自然観察会 

  
河内の里の河内綿をつむぐ       Day キャンプ 

令和 3 年度開催予定（新型コロナウイルス感染拡大、天候等により中止、延期になる場合があります。） 

４月～ 農の体験塾①②③④⑤⑥ 6 月 田植え体験 

４月～ 森の実習隊①～⑫ 6 月～ 季節の寄せ植えづくり①～⑤ 

４月 春の自然観察会Ⅰ 10 月 Day キャンプ 

４月 春の自然観察会Ⅱ 10 月 河内の里のお茶会 

４月～ フォレスター養成講座①～⑤ 10 月 河内の里の河内綿をつむぐ 

月 琴・尺八演奏会 10 月 稲刈り体験と秋野菜の収穫 

5 月 春のパークフェスタ 12 月 卓上門松づくり 

5・1 月 初夏・冬の野鳥観察会 12 月 小さな門松づくり 

5 月 河内の里のお茶摘み 1 月 ぜんざいの振る舞い 

4 月～ わんぱくクラブ①～⑫ 2 月 シイタケの菌打ち 

年間スケジュール等、詳しくは管理事務所所にお尋ねください。（Tel 0721-24-1506） 



特定非営利活動法人ゲキトモエンターテイメント

コロナ禍を活かした子ども・若者育成
若者パワーで富田林の明るい未来をつくります！

リモート演劇 オンライン配信イベント

きらめき創造館Topic子ども・若者育成支援事業 子ども食堂

NPO法人ゲキトモエンターテイメント
富田林市常盤町12番30号(103)
メール：gekitomo@gmail.com
TEL 090-1968-7541谷川

子ども・若者の相談、演劇ワークショップ、
オンラインイベントのご相談はお気軽に！

mailto:gekitomo@gmail.com


NPO法人きんきうぇぶ

ICTと地域と福祉をつなぐ草の根活動

私たちは、ＩＣＴを駆使し、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活
の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う理念「ソーシャルインクルージョン」を推
進し活動しています。

小金台2-5-10 ☎ 29-0019

続きはWEBで



SIZE 
210×0.9＝189 
297×0.9＝267 

石川で鯉のぼりをあげている「夢の会」です 

私たちは、４月から５月にかけて、石川で、鯉のぼりをあげる活動を行なっています。 

この活動は、昭和５９年に市民の活動として始まり、現在、夢の会として活動を続けています。 

古くから鯉のぼりあげ活動を行っていることや、純粋な市民活動であること、自然の竹を使っていることなどから、 

マスコミに取り上げられることも多く、今では、大阪府下で、たくさんの方に知られる風物詩となっています。 

石川に、大人と子どもが一緒になって、自然と親しめる場所をつくることで、家族や仲間と楽しい時間を過ごすことができ、 

そこから「自然を愛する心」や「きれいな川を守る心」が育まれ、自然環境の保全につながることを目的として活動しています。 

鯉のぼりの寄付を募集しています。 

 寄付していただける鯉のぼりがございましたら下記までお送り下さい。   
〒584-0073 

大阪府富田林市寺池台1-9-60 金剛ショッピングモール115  

みんなの保険社内 担当：占部 電話０７２１－２８－９１４９  
〒584-0069 

大阪府富田林市錦織東2-12-9 

株式会社セイコム内 担当：西端 電話０７２１－２５－２７２８  
誠に申し訳ございませんが、 

着払いでお送りいただくとお受け取りできません。ご了承下さい。 

2020年度の活動を応援して頂いた方  掲載順は50音順です（敬称略） 
岸本運送株式会社/株式会社セイコム/株式会社塚本造園土木/株式会社DRERAM CROSS/株式会社錦タンス店/株式会社ハウスケアパートナー 
創作居食屋 彦兵衛/有限会社保険社/丸政商事株式会社/株式会社リメイン/大工事・大工工事のヤスダ/山田泰弘 

 活動期間 ３月 ～  ６月 

夢の会 
こいのぼり 

（竹準備） （鯉のぼり補修） 

2020年の鯉のぼりあげ活動は、 

コロナ感染症拡大防止のため休止しました 

2019年 

鯉のぼり 401匹 

竹ざお 39本 

参加者 58名 

通算 36年目 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマサポＧ 

スマ-トフォン  はどんどん進化して今や何でもできる魔法の道具 

シニアこそ、使いこなして第二の人生、孤立することなく幸せに過ごして欲しい 

スマサポＧは、そんな願い  を込めて、講座開催しています。 





 

 

（一社）富田林市人権協議会は、部落問題をはじめ、様々な人権問題に取り組み、差別のない 

富田林市をめざして活動をしています。 

具体的な活動としては、人権・生活・就労相談や自立支援相談等の相談事業、人権研修などの人権啓発・交流事業、住民

参加のまちづくり事業、高齢者への配食サービスや生活困窮者への食糧支援等の地域福祉事業、児童虐待防止プログラムの

実施や子ども食堂への協力等地域子育て支援事業に取り組んでいます。 

私たちは、一人も取り残さない地域社会を目指し、「最後の一人の立場に」をモットーにして活動しています。困ったこと

やお悩みがあれば気楽にご相談してください。 

 

所在地：富田林市若松町 1－9－12 富田林市立人権文化センター内 

連絡先：電話 0721-24-3700  FAX:0721-25-5952  メール：wakaichi@luck.ocn.ne.jp  

ホームページ：https://tjinken.jimdofree.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シンポジウム「貧困に向かい合う」（2019 年）      こども食堂（2020 年）              生活相談風景 

（一社）富田林市人権協議会 

～人の世に熱あれ、人間に光あれ～ 

mailto:wakaichi@luck.ocn.ne.jp
https://tjinken.jimdofree.com/


 

 

 

      

 

のーまらいずは、誰もが自分らしく地域で暮らせる地域社会をめざし、人と人とが一緒に暮らしていくために必要な「あたりま
．．．．

え
．
支援
．．

」を行っています。「育む
．．

」支援では、安心感や信頼感を得て、共に成長し、「学ぶ
．．

」支援では、児童 1 人ひとりが自ら考

え、歩む道の選択肢を自分で決められることを目標にしています。 

その 1：1 人ひとりの特性に合った学びと成長に繋がる経験を重ねる。 

その 2：地域や社会との関わりを通して、色々な人と関われるようになる。 

その 3：何ごとも「できるかも⇒できる⇒できた！」という自信と達成感を獲得する。 

その 4：色々な人と関わり、自分で選択し、少しでも「できること」を増やしていく。 

その 5：学習はもちろん、学習方法、あいさつ、マナー、身だしなみ、コミュニケーション、お金の使い方など生活していく上で必

要なことを SST（ソーシャルスキルトレーニング）で学んでいく。 

その☆：コロナウィルスの感染予防を徹底し、コロナに負けない気持ちを向上させる。 

 

放課後等児童デイサービス「ちむちむ☆てぃーだ」 

ヘルパーステーション「かりゆし」居宅介護・移動支援・行動援護 

相談支援 net のーまらいず 福祉相談の窓口       0721-93-2009 090-5061-9123（松尾） 

 特定非営利活動法人☆のーまらいず 

「楽しく、お洒落に、格好良く」をモットーに・・・ 
 


