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1７団体が参加、多くの市民が参加した「社会貢献のひろば」！
10 月 9 日と 10 日に城跡公園で行われた

「被災地のために何かしたい」という市民の方に応える

「食の文化祭～高槻ジャズとグルメフェァ 2011～」で

ことができたのではないか、と思います。

「社会貢献のひろば」の企画・運営を行いました。

また、参加した団体からは

「社会貢献のひろば」開設はＴＣＡＮとりまとめ企画を

◇「市民への宣伝になりよかった。」

行って今年が 2 年目になります。「支え合い文化・助け

◇「市民に直接訴え交流することができた。」

合い文化・ボランティア文化を育てる」ことを目的に、

◇「参加団体同士の交流や情報交換ができ今後の

「食の文化祭」にご来場される市民のみなさまに、

つながりができた。」

心の中にある「社会貢献へ参加」を実践していただく

など前向きのご意見をいただきました。

機会を体験していただく企画としました。

ＴＣＡＮとしても今まで交流のなかった団体との関係ができ

昨年を上回る 1７団体が参加しました。

たこと、参加した会員の団体の支援につながりました。

今年は震災がありました。ＴＣＡＮとしては「東北の被災

しかし、「食の文化祭」に参加した市民がもっと多く

地物品」の販売を行い、支援を計画しました。

「社会貢献の広場」に参加してもらうには、まだまだ「工夫」

被災地支援関連の団体や参加団体のスタッフに若い

が必要です。高槻の中に「社会貢献の文化を育てる」こと

方が参加していたのがうれしかった。

を続けていく必要性を感じます。

２日ともよい天気に恵まれ、多くの方が「社会貢献の

行き届かなったことも多くあったと思いますが、皆さんの

ひろば」に立ち寄ってくださいました。被災地物品もほぼ ご協力で開催することができました。ご協力いただいた皆
売り切れるという盛況でした。「何か社会貢献をしたい」

様ありがとうございました。

あしなが育英会･神戸レインボーハウス

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

アジア子ども支援フジワーク基金

多文化市民ネットワーク 根っこ

（社）アムネスティ・インターナショナル日本、大阪難民チーム

特定非営利活動法人 日本スローワーク協会

お母さん塾 みのりの会

日本ビルマ救援センター

神戸大学学生震災救援隊

NPO 法人 ニランジャナ セワサンガ

社会福祉法人 共働舎花の会

(有)ビッグイシュー日本

近畿労働金庫

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

在日難民との共生ネットワーク(RAFIQ)

社会福祉法人 わかくさ福祉会/わかくさ障害者作業所

NPO 法人 たかつき市民活動ネットワーク（TCAN）

ＴＣＡＮは 10 月 15(土)のフリーマーケットにも｢社会
貢献のひろば｣を開設し、東日本大震災被災地支援と
して､東北被災地の福祉施設ほかで作られた生産品を
チャリティ販売しました。2 回の｢社会貢献のひろば｣で、
ご来場いただいた市民のみなさまのご協力により、共
働した「NPO 法人アジア子ども支援フジワーク基金」と
双方合計で、184,500 円と多くを売上げることができま
した。東北被災地の生産施設の方へ、全額を送金さ
せていただきました。

２つのＴＣＡＮ Ｄｏ（どう）する/３R ミーティングから
ＴＣＡＮの場合

ドラッガーの｢非営利組織の自己評価手法｣の５つの質

１１月５・１９日。みんなの家にて、既に実施された｢事

問を思った。「我々の使命は何か？顧客は誰か？顧客

業内容に関する意見調査｣をベースにした会合を行った。

は何を価値あるものと考えるか？我々の成果は何か？

役員以外にも４人の方、計９名の参加を得た。

我々の計画は何か？」である。旗印の樹を育てる濾過紙

Ｒｏｕｎｄ展開の内容を少しばかりご紹介しよう。詳しくは
「ＨＰのひろば」をご覧ください。
１Ｒでは参加者各自がＢ-４シートに自分にとって､重要
で､興味のあることに絞り記入。３つのキーワードを選び、
なぜそれを選んだか。それの状態を説明し意見交換。

として再確認が必要だと強く思った。（図解、希望者は事
務局へ）
株式会社アイテックスの場合
ひょんなご縁で、石川県白山市の株式会社アイテック
スの社長清水義博氏と面談した。ＴＣＡＮの会報３４号に

２Ｒは、状態項目に､各自の持ち点、赤（みんなでやれ

入れた、３Ｒミーティングの内容に関心を持ってのことだ。

る）緑（ＴＣＡＮの個性活用）黄（ＴＣＡＮのＰＲ効果）で評

これを是非社員全員でやりたいというのだ。１１月２１日と

点、視覚化して､他のメンバーのものと横断的に繋ぎなが

１２月５日の二日、平田紀年さんと、ＡＲＯＵＮＤ事業とし

らコメントを交換。

て現地の会社の食堂で、９０名を対象に実施してきた。職

３Ｒは、２ＲのＢ-４シートをにらみながら、「○○をするた

場診断アンケートを作成し、職場毎にデータ把握ができ

めに△△を××する」に相当するＤＯカードを作業。でき

るようにした。その後はＴＣＡＮと同様のＲｏｕｎｄだが、「職

たカードは３１枚。平田紀年リーダを中心に同質、同類の

場ごとの強み弱みが見い出せた。自分ですること、職場

カードをグルーピングし見出しを付け､模造紙の上で空

ですること、会社ですること、が整理できた。目下全社で

間配置を行い、気持ちをタイトルとして大きく表示した。そ

展開しているプロジェクトの意識改革を促進できる」との

れは「総力を結集して、認定ＮＰＯ化！チャレンジ」の旗

言葉をいただいた。

印になった。カードは緑のラベルで､樹の葉っぱのようだ。

全体で１３枚の図解が

木の幹、中核に認定ＮＰＯのカードを位置づけ、それを

出来上がり、発表者の顔は

支える根っこの節々からのエネルギーでつながっている。

輝いていた。ＴＣＡＮの

討議過程で、ＴＣＡＮでのこれまでの経験の価値を相互

ソフトが移転できたことが

に学習する場面もあった。

嬉しかった。（山下）

ＴＣＡＮ協働研究会 ―これからの予定―
過去のTCAＮ協働研究会の活動から生まれた沢山の

【開催場所・日時・連絡先等】

方々との繋がりとご協力によって「今城塚」クッキー、「は

開催日時：2012年1月11日（水） 17時30分～19時

にわ」クッキー、酒粕チョコレートなどの製品化が行われ

（奇数月の第２水曜日で定期開催予定）

てきました。みなさまには今後ともこれらの製品について

開催場所：カフェ・コモンズ

の販売・宣伝などでのご協力をお願いいたします。協働

（富田町1-13-1ウエストビル5階・JR摂津富田・阪急富

研究会として今後も販路の拡大など日常的な協力は行
っていきたいと考えておりますが、これまでのテーマに沿

田駅から徒歩３分）
※開催日時場所は今後の研究会の進展状況によって

った活動はここで一旦終了とし、今後は【｢ひとり暮らし高

は変更もあります。

齢者等｣終末期サポート事業】をテーマに研究会を進め

（開催数を増やす、日時場所の変更など）

てまいりたいと考えております。詳しくは、会報に同封さ
れている案内チラシをご覧ください。

たかつき市民活動ネットワーク理事

みなさまのご参加をお待ちしております。

協働研究会担当 石居弘昭 牧口明

北摂地域市民活動センター交流会
11 月 13 日（日）、たかつき市民活動ネットワーク主催で
「第４回北摂地域市民活動支援センター交流会」を生涯
学習センターで開催しました。この交流会は、2008 年度
から毎年１回、北摂 7 市の市民活動支援センターが持ち
回りで開催しています。
その主な目的は、次の通りです。
（１）北摂地域の各市民活動支援センターが直面している
重要課題について、各組織の経験から相互に学ぶ。
（２）他市センターの見学を兼ねて、相互連携の機会をつ
くる。
プログラムは、施設見学、意見交換会、懇親会の 3 部
構成で、高槻市しろあと歴史館見学では、ＮＰＯ法人高
槻市文化財スタッフの会の役員・スタッフのみなさまに案
内していただきました。大変お世話になりありがとうござ

いました。
意見交換会には１9 名の方が参加され、下記のテーマ
について、終始、真剣で大変中身の濃い経験交流、意見
交換が行われました。
①「新しい公共」とは何か、それにどう対応するか
②市民公益活動の担い手（市民力）のエンパワーメ
ントにどう取り組むか
③市民公益活動の資金源をどう開拓するか
④ＮＰＯ認証業務の
基礎自治体への移行に
ついてどう対応するか

ＴＣＡＮ事務局報告

ＴＣＡＮの活動状況 （201１年 9 月～2011 年 12 月）
◇◇ 定例的会議・会合 ◇◇
■2011 年度理事会(毎月第 2 月曜日) <⑤9/12。⑥10/17。⑦11/14。⑧12/12>
■市民活動センターみんなの家運営協議会(奇数月第 3 金曜日) <9/23。11/18>
■PPP つながりたい＆まちづくりルネッサンス塾有志学習会<⑤10/3。⑥10/17。⑦11/25。⑧12/12>
PPP(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ；公民協働)については､TCAN の h/p を参照願います。
◇◇ 行事会合 ◇◇
■まちづくりルネッサンス塾の開催<⑩9/17。⑪11/12>
■TCAN・Do(どう)する/3R ミーティング<①11/5。②11/19>
■Do(どう)する職場/3R ミーティング、法人対象セミナー開催/白山市；アイテック社<①11/21。②12/5>
■Around６０/生きがいと地域活動セミナー開催/近畿ろうきんいきいき倶楽部<①11/29。②12/8>

ＴＣＡＮの今後の予定（2011 年 12 月～）
◆2012 年度通常総会、および総会記念セミナー「市民が主役のまちづくりセミナー２０１２」を 2012 年 5 月 12 日(土)に、
開催にて計画中。会員各位のスケジュール表にご記入をお願いします◆
◇1 月から月 2 回ペースの理事会開催でその企画・運営の準備態勢に入ります。会員各位の傍聴・参画は自由です。
◇◇ 会議 ◇◇
●理事会(みんなの家/18 時からの開催)<⑨2012-1/16。⑩1/30。⑪2/13。⑫2/27。⑬3/12。⑭3/26>
■PPP つながりたい＆まちづくりルネッサンス塾有志学習会<⑨2012-1/16～。計画の都度 M/L にて案内発信>
■TCAN 協働研究会（奇数月第 2 木曜日）<2012-1/11。3/8>
◆市民活動センターみんなの家運営協議会（奇数月第 3 金曜日）<2012-1/20。3/16>
◇◇ 行事会合 ◇◇
■まちづくりルネッサンス塾の開催「もう一つの市民活動/生きがいと地域活動」の開催<⑫2012-1/28。2/18>
◆市民活動センターみんなの家・餅つき大会開催
◇日時；2012 年 1 月 15 日(日) 10:00～
参加会費(お一人につき)500 円です。 ◇搗き手、捏ね手、丸め手の参加者を募集します。あと、懇親会。

【編集後記】
ＴＣＡＮ-NEWS 第 35 号をお届けします。大災害の多かった 2011 年も暮れようとしています。2012 年は皆さまにとって
良い年になりますよう願って編集後記といたします。

