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市民公益活動▲たかつきフェスタ・2006
参画団体 35 団体・来場者約 500 名
３月４日(土) 大盛況のうち幕を閉じる！！
半年前の 9 月 5 日、コミュニティ推進課とたかつ
き市民活動ネットワークの協働で実行委員会を立
ち上げ、開催までに実行委員会を計 9 回と拡大実
行委員会を計３回、そして開催後、ふりかえりを兼
ねた交流会としての拡大実行委員会を 1 回開催い
たしました。フェスタの開催目的は、①市民公益活
動を広く市民へ知らせる、②団体間のつながりを
つくる、そして③行政と団体との顔の見える関係を
つくるということでした。それらを 100％達成できた
という訳ではありませんが、目的達成に向けての第
一歩を踏み出すことができ、開催に向けて取り組
んできたプロセスそのものに大きな意味があるもの
と多くの方々に評価をいただきました。

当初、参画団体を 30 団体集めようと、少し無謀に
も思える数値目標を掲げましたが、結果 35 団体が
結集し、最終的には会場が狭く感じられるほど熱
気のあるフェスタとなりました。最終のふりかえりと
交流を目的とした第４回拡大実行委員会では、「ぜ
ひ、次年度はこんなふうに取り組みたい」との声が
たくさんあり、「開催してよかった」との見解で一致
しました。

なお、次年度の開催に向けては、下記のような改善点があげられました。
①もう少し広い会場での開催を（車椅子など、バリアフリー
を目指すためにも）
②終了時間を少しはやめ、盛り上がりを残したまま終了する。
③参画市場にブース番号を表示し、来場者にもわかりやすく
する。
④団体で順番に時間配分を決め、会場外でチラシをまき、
通りがかりの人の呼込みを行う。
⑤参画市場の案内係を配置する。
⑥会場レイアウトのさらなる工夫と、役割分担の明確化を。
⑦メインステージの内容などの再検討を。 など
これらの改善点は取り組んだからこそ見えてきたことで、具体的に行動していくことの重要性を再確認す
ることが出来ました。
次年度に向けての動きは、まだまだこれからですが、ここでの出会いとつながりを次に発展させていくこと
が、当ネットワークの最重要課題であり、また市民や行政に当ネットワークの存在意義を示すことにつなが
るのではないかとの思いを強くしました。

(文責：フェスタ実行委員長 遠矢家永子)
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240 人の方が参加。景品のマーブルチョコレートは明治製菓
様から寄付していただきました。
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その内訳は右のグラフのとおりです。ご協力有難う
ございました。
全体として、家庭的な楽しいフェスタで、様々な
市民活動団体の活動を知ることができ、大変よか
ったとの評価でした。また、「高槻市の中にこんな
に多くの公益活動がなされている事に驚き、同時
に興味のあるものに参加する機会を与えていただ
き感謝したい」という声も寄せられました。私たちは、
このフェスタが、多くの市民が市民活動へ参加する
きっかけになることを願っています。
紙面の都合ですべてを掲載できませんが、主な
ご意見を紹介します。
☆メインステージについて

「楽笑さんの司会がとても楽しく、参画団体を対
話型で紹介したのは良かった。」「お客さん参加型
であったり、出演者が語りかける場面もあり、お客さ
んを巻き込む姿勢がいろいろ見られてよかった。」
「昼休みのステキな心あたたまるライブをありがとう
ございました。」
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７０以上

☆参画市場について

スタンプラリー、喫茶コーナーおよび子ども広場
の人気が高かった。「参画市場の団体が積極的に
チラシを渡したりクイズを出したりして、お客さんに
かかわろうとする姿がよかった。」「ただ単にスタン
プを押すのではなく、その団体にふさわしいクイズ
に答えてスタンプを押すなどは、人々を呼び込む
のに良い試みと思う。」
☆配布資料について

「大変良かった」19％、「良かった」47％で、2/3
の方に満足していただけました。
☆その他のご意見

「一般市民の方にも広く知らせて沢山の人に見
てもらいたいと思いました。」、「ほとんど関係者とい
った感じで一般の人は少なく感じた。」など、もっと
広がりのあるフェスタに発展させていくことを望む
声も多く寄せられました。今後の課題です。

２１団体がアンケートに答えていただきました。
（３）会場（場所）について
（１）参画しての感想

９５％の団体が良かったと評価。市民が良く知ってい

８１％の団体が良かったと評価。多くの団体と交流でき

る点でよい場所だが、やや狭い。今後参加者が増え

て良かったし、勉強になったなど。

ることを考えると便利で広い場所が必要など。
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（２）開催日時について

７６％の団体が良かったと評価。開催日については、特に
問題ないが、時間はもう少し短いほうがよいなど。

05 年 12 月〜06 年３月の主な活動
12 月 NPO 協働活性化ﾓﾃﾞﾙ事業<総務省委嘱>選考参画
交流サロン；高槻市の歴史を学ぶ
2 月 市コミュニティ推進課/協働事例研究会に参画

（４）次回開催について

全ての団体が次回も開催を希望。
定期的な開催を求める意見も出ています。

冊子｢高槻市民が知りたい１００項目｣を発刊。
研究部会の調査研究の成果として、冊子｢高槻市民が
知りたい１００項目｣を印刷･製本、｢たかつきフェスタ・２００
６｣にて、実費相当分ワンコイン@500 円で発売することが

(05/2 月開催の｢高槻市市民公益活動促進ﾌｫｰﾗﾑ｣発

できました。会員には無料頒布です。お力添えいただい

表・協働事例のフォローアップ研究会)

た会員諸兄姉のご苦労に感謝です。これの活用プログラ

交流サロン；高槻市の水道について

ムをどう展開すべきかが 06 年度の課題です。

3 月 市民公益活動▲たかつきﾌｪｽﾀ・2006 を市と共同主催
｢サポートセンター設置場所｣見直し提案書のとりまとめ
交流サロン；高槻市の高齢者福祉の現状と今後について

<研究部会からのお願い> 冊子折込みのアンケートにご
記入いただき、事務局戻しを確実にお願いします。次のｽ
テップアップの糧とさせていただきます。

２００６年度通常総会を ５月１３日(土)１３：３０（於サポートセンター）にて開催予定
たかつき市民活動ネットワークは設立後４年目にはいっています。０５年度は､高槻市協働活性化モデル事業提案
制度がスタートしました。行政と協働した｢たかつきフェスタ・２００６｣を市民団体と 3 月 4 日に盛大裏に開催することもで
きました。｢高槻市民が知りたい１００項目｣冊子も発刊しました。市政の課題を共有する交流サロンも順調な展開をしま
した。しかし、そんな中でも「ネットワークって何をやっているの？」という声もきこえます。３年半を総括して、ネットワー
クの存在価値を問い直す２００６年度以降の事業計画を策定する大事な総会です。５月１３日(土)１３：３０から､サポート
センター会議室で開催します。是非ご参集ください。詳しくは後日ご案内します。
4 月 １日： 第 13 回理事会
今後の予定

編集後記

4 月１５日： 第 14 回理事会

原稿が期限内に集まらずにバタバタしました。情報を

4 月２２日： 第 15 回理事会

公開し、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに努め、互いの信頼感のベースに､

4 月２９日頃： 0６年度通常総会議案送付
5 月 1３日： 0６年度通常総会

プラスの変化･改革を求める市民活動を促す先鋒であり
たいものです。<緑>

