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2008 年度通常総会ならびにＮＰＯ法人設立総会を下記の通り開催しますので、
ご出席をお願いします。総会議案は 4 月 26 日頃、送付の予定です。
日時：5 月 17 日（土）１３：００〜１４：３０（開場：１２：３０）
会場：高槻市総合市民交流センター ７階 第 6 会議室

5 月 17 日（土）
総会のあと、続
いて開催

1998 年 3 月にＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が成立してから、丁度 10 年になります。この 10 年間に、全国で
３３０００のＮＰＯ法人が設立されました。高槻市に主たる事務所を置いているＮＰＯ法人も 80 団体になりました。
ＮＰＯ法成立 10 周年を記念して、記念フォーラム「あきらめたら、あかん！ 〜あなたの意思とあなたの行動が社
会を変える〜」を下記の通り開催します。会員以外の方も参加できますので、お誘いの上、是非ご参加ください。
（たかつき市民活動ネットワーク創立 5 周年記念事業も兼ねています。）
主催：たかつき市民活動ネットワーク
日時：5 月 17 日（土）１５：００〜１８：００（開場：１４：３０）
会場：高槻市総合市民交流センター ７階 第 6 会議室
定員：130 名（申込先着順）
参加費：500 円（資料代を含む）
プログラム：
記念講演：「ＮＰＯ法成立 10 周年を迎えて

〜ＮＰＯは社会を元気にする！〜」

講師：辻元清美さん（衆議院議員）
［１］ あきらめたら、あかん！ 夢は実現する！
25 年前、20 代の若者たちはどのようにして夢を実現したか。船旅を通じて国際交流する夢を実現した
事業型ＮＰＯ「ピースボート」。立ち上げた体験を創設者の一人が語ってくれます。
［２］ 市民が法律をつくる！
10 年前にどのようにして、市民＝議員はＮＰＯ法を成立させたか。ＮＰＯ法の生みの親として、法成立ま
での苦労話や熱い想い等。
［３］ ＮＰＯに期待する！
ＮＰＯの現実とこれからの役割、あり方について期待すること。
フリートーク：
「ＮＰＯは社会を変えるか！

〜ＮＰＯに期待すること〜」

2 月3 日に、「ＮＰＯ・市民活動団体の協働」を実現するために、話し合う場をもち、参加者で協議した結果、
次の目的・主旨および運営方法で活動する「たかつきＮＰＯ協働研究会」が発足しました。
第２回研究会を 4 月 6 日（日）14：00〜16：00 たかつき市民活動ネットワーク事務所で開催します。
団体会員はもちろん個人会員も参加できますので、関心のある方は是非ご参加ください。
■目的・主旨：
て、諸団体がその活動において共有しうる｢課
① NPO 団体が現在、運営面
題｣を見出すための交流会や勉強会などを協
で不足し、困っている｢人･モノ･
働で行なう。
金･情報｣について「提供して欲
③ ｢課題解決｣を実現するための民間相互
しい/提供します」のネットワー
の｢協働事業｣を企画し、展開していくための
クを形成し、資源面での｢協働｣
諸条件を具体的に構築し、課題解決を実現
を実現する。
する。
② 上記のネットワークを通じ
■運営方法：
◇開催･･･偶数月の第 1 日曜日；14 時〜16 時
◇会場・・たかつき市民活動ネットワーク事務所
◇事務局(連絡窓口を兼ねる)；たかつき市民活
動ネットワーク事務局が担当

◇事業テーマ提案者が、事前に事業内容および
協働して欲しい事項を事務局に提案する。事務
局がそれを関係者に配布し､事前調査をして次
回研究会にて報告し、事業企画を検討する。

ＮＰＯや市民活動団体にとって、ホームページやブロ
グは、情報を発信する手段として大変有効です。しかし、
専門業者に依頼する資金がないとか、ＩＴに詳しいスタ
ッフがいないなどの理由で活用できていない団体が多
くな いでしょうか。このような悩みにこたえるために、丁
寧で分りやすいパソコン活用講座「自分たちのホーム
ページをつくろう」を開催しますので、ぜひご参加くださ
い。なお、詳細は同封のチラシをご覧ください。

日時：４月２７日（日）１３：００〜１６：００
会場：たかつき市民活動ネットワーク事務所
内容：「自分たちのホームページをつくろう」
（１）ホームページの概要
（２）ホームページの作り方解説
（３）誰にでも出来るホームページ
定員：１５名
受講料：１５００円

ルネッサンス塾＋みに新年会ワイガヤさろん の発展を願う
担当理事 飯村 六合夫
「第 4 回ルネッサンス塾」と、「みに新年会ワイガ
ヤさろん」を 2 月 9 日(土)にみんなの家で開催し、
ビール、おつまみや萩原さんご持参の冷酒などで
楽しい時を過ごしました。
前半は、市介護保険課の土井・吉川両主査をゲ
ストスピ−カーとして、見直された介護保険制度の
実態を学びました。その内容は、ＴＣＡＮホームペ
ージ みんなの広場／08.02.13 投稿の 第 4 回ル
ネッサンス塾「教えて・介護保険」から学んだこと

を参照してください。
後半、みに新年会ワイガヤさろんでは、冊子｢高
槻市民が知りたい 100 項目｣改訂に向けての意見
交換を行いました。約 2 時間半の時間でしたが、
行政サービスに関する視点からの提案なども出さ
れ、参加した会員･市民の意識の高さと盛り上がっ
た議論展開に圧倒された さろん になりました。08
年度も、ルネッサンス塾、ワイガヤさろんを継続しま
すが、事務局ボランティアはおりませんか？

担当理事 山下征紀
昨年７月以来、毎月２回（第１・３土曜）「みんな
の家」で、DANKAI プロジェクト事業の開発を目途
に活動を続けています。会報 18・19 号でお知らせ
したように、昨年度実施の「団塊・シニア世代アン
ケート」を読み込み、関連する文献、情報を収集し、
定年前後の整理整頓「団塊・シ ニア
の生活設計」・・・じっくり・ちょっと、まじ
めに 10 年の軌道 というタイトルを付
け、メンバーが得意分野を執筆、討議
を重ね修正を繰り返して、およそ 100
ページの教材が出来上がりました。関
連する情報はＨＰの「みんなの広場」
を参照ください。
この６章立てのカットには、会員のユーモア人形
作家・江口宏さんの作品の写真を使わせていただ
くお許しを得ました。この紙面をお借りして御礼を
申し上げます。この教材造りと合わせて、相互に学
習し、3ｈ×6 会合の研修プログラム対応の準備を
進めています。尚、この特色は、オリジナルのチェ

ックシートを活用して「自分の生活設計の10 年プラ
ン」を作り上げることです。
一方、これを拡げていきつつ、必ずオーバラッ
プするだろうとの予測の上で、「高齢者雇用促進の
課題」へと派性させ、ＤＡＮＫＡＩ（Ｂ）として（これま
でをＡ）、コンセプトメークから、ターゲット
を定めた具体的な提案（企画）が進行し
ています。何分、お金のない活動です。
教材発行には、最低10 万円位かかると、
ため息です。そこで、「 こんなことな ら支
援できるよ」のお申し出があれば、ありが
たいと存じます。例えば、 こんな団体、
会社に接近すればスポンサーの可能性
大 売り込みには自信あり、まかしといて ＩＴに
強いので、編集の過程で、原稿のレイアウト修正を
ボランティアでよければ とかとか。この機会に、メ
ンバーから一言づつメッセージを発信します。今
後ともＤＡＮＫＡＩプロの動きに興味を持ってご支援
下さい。

「ＤＡＮＫＡＩプロ、メンバーから一言」
（全員ネットワークの会員です）
◇鵜川邦男（ライフプラ
ンナー、ファイナンシャ
ルプランナー）
定年を迎えて も、あと
20 年以上の人生が あ
る。ここできっちりと区切
りをつけ、リニューアル
し、発想も転換して新し
い人生に出発して みま
し ょう。 そのため の「 団
塊・シニア向け生活設計
ニューセミナー」です。ド
ンと勇気をもって、たか
つき市民活動に参加
し、新しい生きがいを発
見してみませんか！

◇飯田孝輔（産業カウ
ンセラー、キャリア・コ
ンサルタント）
長年企業戦士として
頑張 って 来られた団
塊・シ ニアの皆さん。
これ からは 地域の発
展と、自らの輝ける黄
金の１０年のために、
ワーク・ライフキャリア
をご一緒にデザインし
てみませんか。

◇平田紀年（社会保険
労務士、ファイナンシャ
ルプランナー・ＤＣプラ
ンナー）
大船（大企業）から一
人乗りの船に乗り換え
たのは平成１７年４月で
した。あれから３年、大
海原をゆっくり漕いで
います。プロジェクトに
入り、勉強・議論をして
きましたが、確信したの
は、この国の閉塞感を
打ち破るのは、こういう
市民活動を成功させる
ことだと思っています。

◇宮田 元（社会
保険労務士）
メンバーの中で
は 最年 少で 、丁
度、団塊世代とは
一 回り 下 の立場
で す 。 こ れ まで
は、比較的、危機
感や問題意識が
希薄でしたが、プ
ロジ ェクトに参加
すること で、再発
見の連続で充実
しています。

ホームページの更なる飛躍をめざして！
昨年９月、みんなの家へのインターネ
ット開設を機に、ホームページを公開する事が出
来ました。事務所開設以来、４ヶ月間、様々な視

ホームペ−ジ編集担当 松浦正徳

ます。デザインセンスのある方のご支援をお待ち
しております。
次は、使い易さと内容です。ホームページでは、

点から議論を重ね、専門的な
新技術も取り入れながら公開
となり、現在のホームページ

様々な情報をリンクして紹介
しております。最近の更新記
録及びすべての更新記録は、

に至りましたが、今後とも更に
飛躍的なレベルアップが必
要と考えております。

トップページ中央を入り口と
して、各ページと連携してい
ますが、これからは各ページ

ホームページは、私たち市
民活動を展開するメンバーに
とっては大変有効なコミュニ

の紹介に工夫が必要と考え
ております。
「みんなの広場」は、既に

ケーションツールです。たかつき市民活動ネット
ワークの検索では、ヤフー、グーグル共に上位
でヒットするようになりましたが、これからは、私た

９５件のご意見を会員や市民の方々から頂いて
おりますが、今後はこれらのご意見を、テーマご
とに分類して紹介してまいります。「みんなの広

ちの活動が、魅力のあるボランティア組織として、
広く市民に認知されるためにも、アクセスを飛躍
的に向上させることが重要と思います。

場」は、読めば読むほど味のある楽しいページで
す。時間をかけてじっくりお楽しみ頂ければ光栄
です。各ページの紹介も内容ごとに、分類が必

まずは、デザインです。せっかく上位にランクさ
れたのに「顔」が悪いと人は逃げてしまいます。よ
り魅力的で安心感のあるホームページでありたい。

要な時期と思いますので、見直しと共に、レベル
アップをして参りたいと考えております。
現在 HP 編集委員は鍵谷理事長以下６名です

が、会員の皆さまからも幅広くご意見を頂きたく、
よろしくお願い致します。
HP アドレス ： http://homepage3.nifty.com/ca-minnanoie/

その中に微笑ましい遊び心があればと考えてい

ＴＣＡＮの活動状況 （１月〜３月）

事務局担当理事 日比 徹

◇◇定例的会議・会合◇◇
(1)理事会
<定例；毎月第２火曜日>
(4)シニア・団塊世代の生活設計プロジェクト
<臨時；2 月、3 月第４火曜日>
<第 1、3 土曜日>
(2)市民参加促進活動としてたかつき市民が知り
(5)市民活動基盤整備としてのＩＴ活用委員会
たい 100 項目改訂 P/J 会議 <第 1､3 火曜日>
<第 2 土曜日>
(3)たかつきルネッサンス塾
<2/9 土曜日>
開催しました。
テーマ；介護保険制度について
◇◇行事会合◇◇
(1)わいがやサロン･みに新年会サロンを 2/9(土)約 20 名の参加
(2)たかつきＮＰＯ協働研究会を 2/3(日)に開催
(3)3/30(日)は｢北摂地域市民活動センター交流会｣を茨木市交流センターで予定
【編集後記】
３月中旬に、待望のイタリア旅行計画の実行となり、またしても、他の News 編集委員の方々にお任せの編
集作業になってしまいました。心苦しい思いであるが、ボランティア活動と許しを請いたい。ノーベル賞受賞
のゴア元アメリカ副大統領著「不都合な真実」に接する機会を得た。地球温暖化をはじめとする環境破壊をい
ろいろな角度から科学的にみた大著であったが、人間の地球破壊の恐ろしさを痛感した。私たち、ちっぽけ
な存在でも、TCAN として、一人でも多くの考える市民を増やしたいとの想い。【緑】

