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で困っていることの９０％以上が、「人・モノ・金・情報」の
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有償ボランティアの人的資源による活動が大半を占め

地域社会の諸問題の解決を目的としたＮＰＯ・市民活

ています。
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個々の団体の不足を互いに補い合い、強みを掛け
合わせる「協働」が一つの解決策と考えます。

性的な不足に悩みながら、活動を理解してくださる市民
の人的資源に頼りながら活動を行っている諸団体の姿

このような問題意識のもとに、①「高槻市のＮＰＯ・市

がうかがえます。また今後目指すべき運営形態として、

民活動団体が抱えている問題を具体的に明らかにし」、

約７０％の団体が「社員（最低賃金以上）と有償ボランテ

②「それらの問題を解決するための方策を検討する」た
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めに情報を共有することを目的として、「ＮＰＯ・市民活
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団体と協働で活動がよりよいものになると考える」と答え

アンケート調査の概要

られています。また「今後、他団体との協働（人、モノ、

○アンケート対象： 97 団体（ＮＰＯ法人：80、ＮＰＯ法人

資金、情報、サービス等の提携関係を作ること）による

以外：17）
○回収：39 団体（回収率：40％）

活動や事業展開を、行っても良いと考えている」団体は
７０％になりました。しかし具体的な構想がある団体は

ＮＰＯ法人：31（会員：19、会員外：12）

約２３％に留まっています。

ＮＰＯ法人以外：8（会員：5、会員外：3）

（４）たかつき市民活動ネットワークの役割

○実施時期：2007 年 3 月

以上の調査結果を踏まえて、たかつき市民活動ネッ
トワークは、高槻市の市民活動の事業型への転換、運

調査結果の概要

営の財政的な安定化が重要な課題だと捉え、その実現

（１）現在の活動について

のための社会的制度・経済的制度といった環境づくり

活動領域に対する質問から高槻市の市民活動は、

が必要と考えています。団体間の協働促進事業も、そ

「高齢者介護」「子育て」「教育」「地域保全」といった家

の枠組みの中に位置づけ、今後、いくつかの事業を企

庭生活を中心に広がっていく「地域生活支援型」と呼ぶ

画・実施していきます。皆様のご参加とご協力をよろしく

べき領域での活動が、約５０％ほど占めています。活動

お願いします。

担当
会員の皆さまの奮ってのご参加と、ネットワークブ
ースへの支援をお願いします。約 35 の NPO やﾎﾞ
ランティア団体が参画して、今年も「たかつき NPO
協働フェスタ」・市民パワー100％【ともに創ろう私た
ちのまち】が、12 月 1 日(土)、10 時 45 分から 16 時
の予定で、市総合センター１階展示ホールと３階
会議室にて、開催されます。展示ホールでは､｢食
べる｣「住む」｢育む｣「助け合う」の四つの切り口か

飯村 六合夫

ら、参画団体の活動についての協働展示。高齢者
向け弁当販売も、昨年同様実施(今回は@550 円)。
ネットワークは 3 階第 2 会議室を､スタンプラリーの
ゴール地点とするよう提案し､お茶の間設計と協働
して担当します。市民の活動への理解促進や協働
のねらいを知ってもらう、を実現させるべく、パフォ
ーマンスと展示の企画を実行委員会が立案してお
ります。乞う！ご期待です。

〜 分野／セクター／国境を超え、社会デザインの可能性を探る 〜
１２月１日〜３日に開催される、全国のＮＰＯ関係
者が一堂に会する集いのお知らせです。
現在、NPO セクターを取り巻く状況はどのように変
化したでしょうか。今後の展望としてどのような社会が
見えるでしょうか。ひとつの節目となる今年、NPO 法
人への融資等を通じその支援に取り組む近畿ろうき
んと日本 NPO センターをはじめとする関西の主要な
NPO 中間支援組織が協働で全国型の NPO メッセを
開催します。
メッセの中心は、昨年ノーベル平和賞の受賞で世
界的に注目を集めるバングラディシュの貧困救済銀
行「グラミンバンク」副総支配人のお話です。その経
験は、市民による人間を中心とした社会システムへの
新たな挑戦と見ることができます。その成果は日本に
おける NPO セクターのさらなる発展と社会づくりに向
け大きな示唆を含むのではないでしょうか。
こうしたことを受け、このメッセでは、「分野／セクタ
ー／国境を超え、社会デザインの可能性を探る」を
共通テーマとして、社会の新たな可能性を模索する
場としていきたいと考えています。
場 所 ： 大阪経済大学
主 催 ： 近畿労働金庫、日本 NPO センター、
「NPO メッセ in 関西 2007」実行委員会
参加費 ：１２月１日 無料
１２月２日および３日 有料

プログラム ：
●１２月１日（土）
１２：４５〜１７：４５
1 日目は近畿ろうきんが実施主体となって開催しま
す。
□基調講演「テーマ（案）社会を変える金融〜グラミ
ンバンクの実践から」
グラミンバンク副総支配人 ウマイ・クルスム氏
□セミナー１・・「社会的金融〜お金の流れが社会を
変える」
新たな社会システムを支える金融のありかたを模
索します。
□セミナー２・･「多重債務のない社会へのアプロー
チ」
生活苦、一家離散等々、多くの問題を生む多重
債務や消費者被害の解決に向けてグラミン方式を糸
口に開始された社会的アプローチを模索します。
●１２月２日（日）午前、午後 （企画中）
日本 NPO センター、メッセ実行委員会が実施主体
となってＮＰＯを取り巻く諸課題を共有し、幅広いテ
ーマに渡って社会変革の可能性を探っていきます。
午前中を共通キーセッションとし、午後から課題ごと
の分科会を５〜６本開催します。
●１２月３日（月）午前、午後 （企画中）

２００７年度事業計画「５．組織体制の強化」の一
つとして、HP 編集委員会ではホームページの作成
に取り組んできました。9 月 8 日（土）“みんなの家”に
インターネットが開通したことを機にホームページを
一気に公開しました。
私たちのホームページは、会員や市民の皆さんに
親しんで貰える構成でありたい、そして常に新鮮なニ
ュースをタイムリーに発信し、楽しいホームページを
作りたいという思いで作成しています。
■「みんなの広場」および「イベント紹介」コーナー
は、会員の皆さまをはじめ、市民の自由な意見・
情報交換の広場です。どんどん、ご意見・情報
をお寄せください。
■「会員紹介」コーナーは、会員の皆
さまの自己ＰＲを掲載しています。３
００字以内にまとめてお送りください。
事務局のメールアドレスは、
t-can021126@mbe.nifty.com
■「会員ホームページ集」コーナーで
は、会員の皆さまのホームページに
リンクしています。個人会員の所属
する団体のホームページもご紹介し

担当 松浦 正徳
ておりますので、リンクをご希望の方は、事務局
までお知らせください。また、皆様のホームペー
ジからも、私たちのホームページへ是非リンクを
張っていただくようお願いします。
親しみの持てる HP になったのか、自信のないまま
のスタートですが、改善を加えながら、いつまでも飽
くなき進化を続けたいと思っております。
た か つ き 市 民 活 動 ネ ッ ト ワ ー ク の URL ：
http://homepage3.nifty.com/ca-minnanoie/ を
皆様のパソコンのお気に入りに登録頂き、活用して
いただくようお願いします。

担当 山下 征紀
総会決定の３つの事業項目を実行計画にして推進。今後、進捗の状態によって、会場設定、教材編集作業
等で皆様のボランティア支援が是非とも必要です。ご賛同ご協力ください。
（１）「高槻市民が知りたい１００項目」改訂版の発行（担当、山下、日比）
参加者３名で、第１・３の火曜日、午後１時半から検討会を開催。目下、古いデータを 2005 年３月末の統計書
ベースに見直しスタート。次いで、近隣他市（枚方・豊中・吹田・茨木）との比較をして、新たな追加項目を抽出
する計画にて推進する。
（２）２００７・たかつきルネッサンス塾の開催（担当、日比、山下）
メーリングのアンケートを参考にして、昨年度積み残した課題、最近の話題、また、冊子「高槻市民の知りたい
１００項目」の改訂版との関係をにらみながら推進する。９月 29 日（土）に開催する、本年第１回目として、「一緒
に考えよう☆地球環境問題」を皮きりに、「気になる消費生活」「少年非行とその背景」等のテーマにて計画中。
（３）団塊・シニア生活設計講座（仮称）実施のためのプロジェクト（担当、山下、日比）
会員３名、外部専門家３名の６名でスタート。第１・３の土曜日、午後１時半から。目下、６セッションのオリジナル
プログラムの担当を決め、内容を精力的に検討中です。

IT 活用委員会
市民活動の実際の活動にすぐ役立つパソコン講
座です。団体の活動を広く市民に伝える広報活動や、
活動記録の整理などに欠かすことの出来ない道具と
して、パソコンの活用術を分りやすくお教えします。
講座 1 10/28（日）13:00-17:00
「Word2003 見栄えのするチラシを作成しよう」
講座 2 11/11（日）13:00-17:00
「デジカメ画像の上手な編集・整理法」
講座 3 12/2 （日）13:00-17:00
「役立つインターネット活用術」
各講座とも 17 時〜18 時まで自由参加の個別相談会

を行います
◆ 会
場： たかつき市民活動ネットワーク事務
所（市民活動センター「みんなの家」）
◆ 講 師 陣：北摂 SITA の会々員（富士通ラーニ
ングメディア認定 SITA 資格取得講師）
◆ 受 講 料：各講座 1,500 円 （４時間講座＋1
時間個別相談会＋テキスト代を含む）
◆ 定
員：各講座 １０名 申し込み先着順
◆ 申込締切：１０月１２日（金）必着
◆ 申込方法 ：受講申込書にて、たかつき市民活動
ネットワーク事務局へ郵送又は FAX

担当

山下 征紀

会員の投票の結果を参考に、第４回理事会で英文字“ＴＣＡＮ”をデザインした
下図に決定しました。ＴＣＡＮはＴａｋａｔｓｕｋｉ Cｉｔｉｚｅｎ Aｃｔｉｖｉｔｙ Nｅｔｗｏｒｋの頭文
字を採ったコーポレート・アイデンティティです。
そしてアクセントとしての緑色のシンボリックな○ポイントは、高槻の自然に溢れた
環境をデザインしたもの。ＴＣＡＮの字体は、未来へ向かっての高槻の可能性（Ｃ
ＡＮ；できる）を表しています。当面は名刺、印刷物、ＨＰに使用します。
追って活用の内規を決めますが、アイディアをご提供下さい。
尚、このデザインは会員・江口宏さんに案を創作していただき、実現に至ったことを御礼旁々、紹介させて
いただきます。

みんなの家に、ネットワーク事務所を開設して 5 ヶ
月経過しました。まだ、常時開館には至っておりませ
んが、利用方法が決まりました。詳細は、事務局にご
相談下さい。現在 7 団体が利用しており、その内、5
団体が事務机を設置しています。また、大小 2 つの
会議室があります。会議室、備品（コピー機、印刷機、
プロジェクター、ラミネーター等）は有料ですが安価

担当 日比 徹
に利用できます。会議室利用は予約データインプット
が必要です。専用駐車場がありませんが短時間であ
れば、空き地に 1〜2 台駐車できますが、数台以上の
駐車が必要な場合には、前もって連絡を戴ければ準
備します。来所される時は電話（674-1959）にてご連
絡くだされば確実です。会員のみなさんのご来場を
大歓迎で、お待ちしております。

編集後記
酷暑、猛暑、炎暑、熱暑、蒸暑、・・・。こう書くだけでも、うんざりです。世界的な天候不順は、地球が病んでいる
(？)証左。また、人の倫理も異常が多すぎる。せめて、私たちは活動をクールに考え、住み良い市民社会の実現
に力を注ぎたいもの。その実現に向けて、新しい事務所へお越しください。【緑】

