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第146号

今年は、久しぶりに心ゆくまで桜を楽しみ、晴れやかな気持ちで新年度をスタートされたこと

と思います。おかげさまで、サポートセンターも20周年を迎えました。20周年記念事業として行う

「たかつきNPO協働フェスタ」の準備も、着々と進んでいます。

令和５年度も、よろしくお願いいたします。

サポートセンター20周年❣
今年度も、よろしくお願いいたします。

環境講座「たけのこ掘り」に、
多くのご応募ありがとうご
ざいました。
厳正なる抽選を行い、結果
をお送りしました。
3年ぶりの開催楽しみ
ですね。

日時 ５月２７日（土） １４００～１６：００

場所 高槻総合センター 14階C1401号室

議題 第1号議案 ２０２２年（令和４年）度 事業報告

第2号議案 ２０２２年（令和４年）度 決算報告

第3号議案 ２０２３年（令和５年）度

役員・会計監査・常任委員の改選

第4号議案 ２０２３年（令和５年）度 事業計画（案）

第5号議案 20２３年（令和５年）度 会計予算（案）

※ 総会ご案内は、４月末～5月初めにお送りします。

委員の方でご欠席の場合は、委任状の提出をお願いします。

2023年度 総会

「たけのこ掘り」
ご応募ありがとうございました。

新期登録団体・・・長寿サポートサービス、NPO法人あったか演劇研究会

1年間の活動報告等
提出のお願い

5月27日（土）13:30～１４：００

於；高槻総合センター14階C1401号室

総会に先立ち、「個人情報

保護法」についてのミニ講

座を高槻市法務ガバナンス

室を招いて、開催します。

ぜひ、ご参加ください。

「個人情報保護法」ミニ講座

令和４年度の活動報

告の提出をお願いしま

す。 また、団体登録書

の変更がありましたら、

ご連絡ください。



・都市と田舎が共存する高槻市域の43％が森林
（里山）
・恵まれた自然から市民が多くの恵みを享受
・“安全第一に”楽しく 里山を守る活動を継続
実施

・適時な運動と森林浴が健康の維持･増進に寄与

2001年(平成13年)高槻市が呼びかけた森林ボラ
ンティアのメンバーが中心になって、翌2002年に
発足し、森林の保全への熱い思いを胸に継続的に
活動を推進して今年で20年を迎えました。
会員は現在72人で、女性会員は25人となってい

ます。年齢は30歳代から80歳代までと多様な構成
で、平均年齢は70歳を超えています。
基盤となる活動拠点を持ち広範にわたり活動し

ています。女性会員が中心となりヤマモモ会も設
立しています。

１．活動拠点と活動内容
現在の活動は、次の５つの拠点を中心に実施し

ています。
①楊梅山ふれあいの森、②上牧竹林、③一乗寺

竹林、④梶原尼堤竹林、⑤萩谷公園炭窯
これらの拠点では、「間伐、枯損木・竹の処理、

下草刈り、散策路の整備」および「展示林（コバ
ノミツバツツジ・ヤマモモ・タマミズキなどの群
生樹木）」の保全がおもな活動になっています。

２．体験活動
会員が楽しく活動に参加できるように、現場で

間伐材を使って、会員の興味と関心に応じた色々
な作品作りに挑戦しています。

・コナラ間伐材を利用したシイタケ原木栽培、
作業台･休憩コーナーの製作、つる篭づくり、竹製
品作成など

３．ヤマモモ会による活動
女子会員が主になり会を立ち上げて、市内の公

民館を中心に幅広く活動をしています。
・草木染め、山野草の育成管理、ハイキングな

ど

４．生物の観察活動
楊梅山には、多様な植物が生育しています。そ

のため、保全活動に活用するため、生物の観察･調
査および環境教室を実施しています。その成果は
生物多様性調査報告書としてまとめ、会員の利用
に供しています。

５．市民を巻き込んだ活動の実施
活動を市民に広報し、活動への参加を促し次世

代につなげていくために、市民対象にさまざまな
普及活動を継続的に実施しています。
・小学生対象の里山体験学習支援、園児および

小学生家族のタケノコ掘り教室、市民への七夕用
笹配り、農林業祭およびエコ・フェスタ等市役所
主催の環境イベントへの参加など

高槻市の森林環境を守るために、現在の活動を
継続実施していくとともに次世代につなげていく
ことが重要だと考えています。そのため高槻市と
も連携し活動しています。
多くの市民の皆さんに関心を持ってもらい、一

緒に活動していただけることを願っています。

会長 坂本 邦夫

地元の里山保全に向ける
熱い思いをのせて

高槻里山ネットワーク
https://takatukisatoyama.sakura.ne.jp 

都市と田舎が共存する高槻市域の多くが森林です。
その森林の多くが現在放置されており、森林の機能が低下することが危惧されています。
わたしたち「高槻里山ネットワーク」は、市民自らの熱意で地元の森林を守る活動をしています。

高槻市市民公益活動サポート
センターには約200の団体が所
属しています。
こちらでは、団体の会員さん
が自らの活動を紹介します。

“安全を第一に”
楽しく高槻の
里山の保全活動

を推進
20年継続実施

上小学生家族のタケノコ掘り体験、 右上ヤマモモ会の草木染め
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5/28(日）

同行援護従業者養成研修

会員募集中 高槻マジッククラブ

たかつきのこんなはなし
知ってる？
かみなりさんが、レンコン

に穴あけたんやて！
ほんまかいな？

●練習日 第1週・第3週の日曜日 10:00～11:15
(第3週の日曜日プロマジシャンの指導日）

●場所 富田公民館など
●会費 1,000円/月(材料費代別）
●問合せ 会長 平松 雄司

TEL 090-4299-2407
mail hcfc22.0718.hf@gmail.com

5/20(土） 「ひきこもりを考える」
交流学習会

●日時 2023年6月11日（日）14:30～(14:00開場)

●会場 摂津響Saal

市バス「上の口」下車徒歩１分
※有料駐車場あり

●費用 2,500円
●申込 摂津響Saal

高槻市原104-95
TEL 080-3031-4311
mail settsukyosaal@gmail.com

募集中

「同行援護」とは、視覚障がいのある人の外出に同行し、
移動に必要な情報を提供するとともに援護等を行う
サービスです。本研修では、安全な移動のための介助
方法をはじめ、情報提供や食事・排泄の介助等、支援に
必要な知識と技術を学びます。修了者は大阪府が管理
する修了者台帳に記載されます。

●日時 一般課程 2023年5月9日(火）
10日(水)11日(木）

応用課程 2023年5月16日(火)17日(水）
●対象者 同行援護サービスに従事しょうとする

者、現に従事している者
●定員 各12名
●受講料 一班課程 20,000円 応用課程 17,000円

両過程受講 36,000円(税・テキスト代含）
●研修会場 高槻ライフケア協会

くらし創造の家 朋
●申込方法 先ずはお電話でご連絡の上、申込書と受講

料を高槻ライフケア協会事務所へご持参く
ださい。

●問合せ 社会福祉法人 高槻ライフケア協会
高槻市明田町５－７
TEL 072-683-4945 FAX 072-683-4649
受付 月～金 9:00～17:00(土井、森本）

初心者向き、誰にでもできる・すぐできる、面白くてめっ
ちゃ楽しいマジックをおこなっています。
更に、もうちょっと高度なマジックを習得するためにプ
ロマジシャンのレクチャーを受けています。

新入会員特典
加入後6カ月は、毎月第1週
日曜日にマジックグッズを
プレゼント

昨年の9月の「NPOフェスタ」のオープニン
グで、素晴らしい演奏を披露してくれた
富樫姉妹の演奏会です。
(プログラム）
バッジー二/養成の踊り
プロコフィエフ/ロミオ＆ジュリエット
ストラヴィンスキー/イタリア組曲
ヴィエニアフスキ/華麗なるポロネーズ
サラサーテ/ナヴァラ
アザラシヴィリ/ノクターン

6/11(日） The second transcendence

●日時 2023年5月20日(土) 14：00～17：00
（毎月第3土曜日）

●場所 クロスパル高槻 ４F 402会議室
●対象 ひきこもりの青年（15歳以上）とその家

族、関心のある人
●定員 先着20人
●費用 無料
●問合せ 地域教育青少年課 青少年センター

TEL 072-685-3724 FAX 072-686-2457

「高槻物語」を語る（その2）

ＮＰＯ法人 ニュースタート事務局関西 富樫美玲＆音葉 Recital Concert

第37回 昔ばなし語りべの会

●日時 2023年5月28日(日) 
14：00～（13：30開場）

●場所 クロスパル高槻 5F 視聴覚室
●定員 予約受付 60人
●入場料 一般 1,300円 小・中学生 500円

※当日精算
●申込 下記まで電話、ファックス、ハガキで。

代表者の方のお電話をお知らせ下さい。
●問合せ かげえ劇アクト座・昔ばなし語りべ集団

高槻市芥川町1丁目7-7
駅前駐輪ビル４F

TEL 072-687-6287 むらやま（留守電）
072-683-6871 みなみ
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□大同生命厚生事業団
シニアボランティア活動助成

《助成主旨》

シニア(年齢満60歳以上）のボランティア活動を支援
することにより、シニアのボランティア活動の振興
と社会福祉の向上に寄与することを目的とする
《応募資格》
社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行ってい
るか、または行おうとするシニアが80％以上のグルー
プ(NPO法人を含む）
《活動テーマ》
１、高齢者福祉に関するボランティア活動
２、障がい者福祉に関するボランティア活動
３、こども(高校生まで）の健全な心を育てる交流

ボランティア活動
《助成額》
1件原則10万円(助成総額1,000万円以内）
《応募方法》
所定の申込書(HPよりダウンロード可)に必要事項を

記入の上郵送
《応募・問合せ先》

公益財団法人 大同生命厚生事業団 事務局
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号

大同生命大阪本社ビル内
TEL 06-6447-7101 FAX 06-6447-7102
㏋ https://www.daido-1ife-wefare.or.jp/

助成金
インフォメーション

□中央共同募金会
居場所を失った人への緊急活動応援助成

《目的》

新型コロナウイルス感染拡大長期化の影響により、
様々な理由から居場所を失った人々に対する支援活動
を資金面から支援し、このコロナ禍において「誰一人
取り残さない」社会をつくること

《助成対象活動》
新型コロナウイルス感染拡大長期化の影響により、孤
立し、居場所が失われた人や経済的困難に陥った人た
ちに対する次のような支援活動(事業）で、新しい生活
様式に配慮しながら、多機関連携や協働により展開さ
れるもの
○相談支援 ○居場所支援 ○居住支援 ○学習支援
○外国ルーツの人たちへの支援活動 ○生活支援活動
○食支援活動 ○中間支援活動
○その他緊急支援活動
《助成金額・規模》

１団体あたり300万円を上限
(助成総額8,000万円を予定)

《申請方法》

応募フォームに必要事項を記入して申請する
https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-problem-
solving/31558/

《応募・問合せ先》
(社福)中央共同募金会

居場所を失った人への緊急活動応援助成担当
mail  kikin-oubo2@c.akaihane.or.jp

□高槻社会福祉協議会
善意銀行払い出し事業申請受付

寄付金の一部を善意銀行預託金として、自主
的・非営利な地域福祉活動事業を行う団体(社会
福祉事業、福祉団体、ボランティアグループな
ど）を対象に、事業総額の80％(上限100万円）
の預託金払出申請を受け付けます。
《応募方法》所定の申請書(総務課配布又は市社
協のHPよりダウンロード）を総務課まで持参
《問合せ先》

高槻市社会福祉協議会 総務課
〒569-0065 高槻市城西町4-6

地域福祉会館北棟1階
TEL: 072-674-7496
HP http://www.ta-city-shakyo.com

《応募期間》
～5月19日（金）

《応募期間》
～5月9日(火）Web申込

《応募期間》
～5月25日(木）

郵送のみ
(当日消印有効）

□太陽生命厚生財団 助成事業
《助成主旨》

わが国の社会福祉の向上に寄与するために、社会福
祉に関する事業や調査研究に対して助成事業を行う
《対象事業または費用》

在宅高齢者、在宅障がい者等及びその家族のための
福祉・文化活動を行うために必要な費用または機器、
機材備品等を整備するための費用
A. 自助、自立の意欲を引き出し、または鼓舞する等
その生活の支援・向上に資する事業・費用
B. 地域の人々と交流し支え合う、地域共生の仕組み
づくり事業・費用
C.《活動をするために必要な機器、機材、備品等を整
備する事業・費用
《助成金額・規模》

１件10万円～50万円 (助成総額1,700万円)
《申請方法》
応募申込書（HPからダウンロード、郵便で請求）

に必要事項を記入して郵送
《応募・問合せ先》
公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局

〒143-0016 東京都大田区大森北1-17-4
太陽生命大森ビル

TEL/FAX 03-6674-1217
HP http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/
mail kosei-zaidan@taiyo-seimei.co.jp

《応募期間》
～6月30日(金）

必着
郵送のみ 助成金を獲得された団体の方、

お知らせ頂けると嬉しいです！


