
イベント・情報広場 2018年7月～9月

五月山児童文化センター 大人の特別講座

・日時：2018年①7月18日(水)②8月22日(水)③9月26日(水)　13:30～15:30
・場所：五月山児童文化センター　図工室（池田市綾羽2丁目5-9）
・内容：毎月1回、素敵な講師さんと魅力的な内容で開催している大人
　　　向けのクラフト講座です。①「ミニミニ草履」(森川良一さん)
　　　②「ちりめんで作るストラップ」(平田三枝子さん)
　　　③「万華鏡」(江角陸さん)
・受講料：①400円  ②400円  ③3,000円
・申込み：池田市立五月山児童文化センター(℡072-752-6301)

池田ハンドベルリンガーズ
第７回ハンドベル＆
トーンチャイム
楽しい体験教室

・日時：2018年7月25日（水）10：00～12：00
・場所：池田市立カルチャープラザ（多目的ホール）
・内容：どなたでも簡単に演奏できる楽器　楽しんでみませんか
・参加費：無料　7/1より先着順（定員15名）受付
・お問合せ・申込み：Faxにて名前・学年、連絡先（電話番号）を記入
         　　　　　　リンガーズ代表 桜井 ℡、Fax072-761-8676

医療法人マックシール
巽病院 ヘルスプロモーション

・日時：2018年①7月28日(土)②8月25日（土）③9月22日（土）14：30～15：30
・場所：巽病院総合リハビリテーションセンター
・内容：①猫背と肩こり②運動チェックと運動指導③猫背と肩こり
　　　運動できる服装で来院してください。
・費用：無料　・事前申し込み：不要
・お問合せ：医療法人マックシール巽病院
                     （リハビリテーション科 ℡072-763-5100）

池田市社会福祉協議会
池田市ボランティアセンター

要約筆記ボランティア
入門講座

・日時：2018年9月3日～11月12日（祝日を除く月曜日）全8回 10：00～12：30
・場所：池田市保健福祉総合センター
・内容：聞こえの不自由な人に、文字で話を伝える方法を学ぶ
・参加費：800円（教材費込）
・協力：いけだ筆記通訳グループ「すみれ」
・申込・問合せ先：池田市ボランティアセンター
　　　℡072-753-8858 Fax072-753-3444

傾聴ボランティア「心の倉庫」
八尾勝の傾聴公開講座
自己探求の心理学（第10回）

・日時：2018年9月4日（火）14：00～16：30
・場所：池田市保健福祉総合センター４階
・内容：人生曲線―生まれてから今日までの感情の浮き沈みをグラフ化する
・講師：臨床教育学博士・臨床心理士 八尾勝氏
・参加費：資料代100円
・お問合せ：傾聴ボランティア「心の倉庫」（担当：竹内℡072-763-2602）

池田混声合唱団 第29回定期演奏会

・日時：2018年9月16日（日）14：00開演（13：30開場）
・場所：池田市民文会館「アゼリアホール」
・内容：モーツアルト「雀のミサK.220」 混声合唱曲集「にじいろの魚」他
・入場料：無料
・お問合せ：池田混声合唱団（担当：桝本℡072-761-8109）

池田古文書研究会
20周年記念講演会

・日時：2018年9月30日（日）13:30～15:00
・場所：池田市立コミュニティセンター予定（池田市栄本町９-１）
・講師：神戸大学名誉教授　布川清司氏
・参加費：無料
・お問合せ：池田古文書研究会（担当：伊藤℡090-8520-1629）

手すさび 和服のリフォーム教室

・日時：毎月第１水曜日 10：00～12：00 13：30～15：30（但し8月、1月はお休み）
・場所：トアエル（池田市立公益活動促進センター）
・内容：和の素材を生かし、作る喜びを味わっています。手持ちの和服で
　　　チュニックやコートを作るなど今に生かしませんか！
・参加費：500円
・お問合せ：手すさび（担当：伏見℡072-751-9864）

池田市内で活動する団体のイベント情報をおしらせします

情報誌トアエルは4月、7月、10月、1月（毎回10日）に発行予定です。イベント等の掲
載やチラシの挟み込みを希望される方は、発行前月の10日までに事務局へご相談
ください。メールマガジンでは、団体のイベント情報の他、助成情報なども配信い
たします。配信・掲載を御希望の方はinfo@toael.jpまで必要事項をお知らせ下さ
い。●配信希望：氏名、所属団体名、電話番号、配信先メールアドレス●掲載希望：イ
ベント名、主催、日時、場所、イベント内容、参加費、申込先など

【募集】 広告でトアエルを応援しませんか
情報誌トアエルは、現在4,000部を発行しています。紙面の充実や増刷発行に広告を通じて応援いただける方を募集しています。
また、広告等に優待のある団体賛助会員や寄付についても随時受け付けています。寄付は、いただいた金額と同額を池田市が
公益活動基金に積み立てるマッチングギフト方式が採用されており、公益活動助成金として活用されます。なお、ソフトバンク
株式会社の「かざして募金」を通じて寄付いただくと、基金には寄付額の4倍が積み立てられますので、是非、ご利用ください。
詳しくは事務局までお問い合わせください。

本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

https://toael.jp   
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第2号（年4回発行）情報誌

いけだ市活動交流エンジン
トアエル

トアエル文化祭を
 開催します！

・日時：8月24日（金）10：00～15：00
・場所：池田市立コミュニティセンター（池田市栄本町９-１）
・内容：コミセン全館を使用した子育て世代やシニア世代など多世代間が
　　　交流できるお祭りです。活動紹介、ステージ発表、体験・ゲームコー
　　　ナーなど楽しい催しが目白押し。是非ご来場下さい。
※市民活動団体の皆様へ。当日会場に展示する活動紹介パネルを募集
   しています。詳しくはトアエル事務局まで。（℡072-750-5133）

農民の近世民衆理想思想史
池田の歴史を見て「知らな
かったのか私達先祖の強さ」

子育てサークル 外遊びの会 たんぽぽin池田
ワクワク、ドキドキ！好奇心たっぷりに自然の中で遊ぶ子育て

サークル「外遊びの会 たんぽぽin池田」では、池田の緑豊かな

自然環境を味わいながら親子で外遊びを楽しんでいます。p3

のインタビューで詳しくご紹介。写真は3月に遠足で訪れた宝

塚の廃線跡。トンネルの向こうでどんな発見と会える？

あなたと会える、みんなと和える
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女性の活躍が求められ「安心して子どもを

産み育てる環境を整えよう」という風潮に

あって、現実には5割近くもの女性が出産を

機に仕事を辞めているという現状（※）があ

ります。これまでキャリアを築いてきた女性

が出産をきっかけに社会と切り離されるこ

となく、それぞれが望む形で力を発揮して

いくには、どのようなしくみが必要なので

しょうか。『トアエルラボ：子育てママが働き

やすい社会研究会（ママ研）』を通じて考え、

実際にトアエル事務所で働いてみるプロ

ジェクトが6人のママたちの参加を得てス

タートしました。

子育て中のママを取り巻く
社会環境を“働きながら”考える

まずは子育て中の働き方に対する世のママ

たちの考えや実態を知るためにアンケート

調査を実施。ママ研メンバーがFacebookな

どSNSを通じて回答を求めたところ、6日間

アンケート調査では“社会とのつながり”に強い関心

トアエルラボ開設！
第一弾『子育てママが働きやすい社会研究会
（ママ研）』はじまります
まちづくりや公益活動、市民生活などに関する社会問題を当事者目線
で調査研究する「トアエルラボ」が開設！ラボの初回研究テーマは、子
育て中の女性が働きやすい社会環境について。今号から数回の連載で
『ママが働く新しいカタチ』に迫ります。

ママ研は“子育てと仕事の両立にむけた、アイデアを具体的な行動に繋げていく”

という趣旨で今後も継続。意見交換だけに終わらず、ママ自ら考え、語り合い、実

際に働いてみる、そして研究会でまたディスカッションする、というスタイルで運

営していき、今後のtoael冊子でもその様子をお知らせしていきます。次号では、

実際にママたちがトアエルで働き始めた姿を追いかけます。

トアエルラボ 子育てママが働きやすい社会研究会

第1回 2018/4/14 オリエンテーション

第2回 2018/4/25 アンケート結果を踏まえてのディスカッション

第3回 2018/5/9 トアエルで働くとしたら？具体的な条件整理

番外編 2018/5/16 個人別スキルの棚卸しとシフトスケジューリングツールについて

2018/5/17～ トアエルで働いてみよう！（継続中）

※：内閣府「第1子出産前後の女性の継続就業率」の動向関連データ集
　  p3出産前有職者に係る第１子出産前後での就業状況

　  http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_39/pdf/ss1.pdf

研究会では、アンケートの意見にメンバー

も大共感！「出産で退職するとパソコンに

触れる機会がなくなって。ノートパソコンを

開くのも怖いです」や、「子どもが大きくなっ

た時に何か仕事をするイメージがあるよう

でない。これから自分がどうなっていくんだ

ろうという不安がある」など、当事者ならで

はの意見が飛び交いました。

研究会での意見をヒト(気持ち、人材)・モノ

(空間、設備)・カネ・しくみ・社会、の５つに大

きく分類しながら整理。働きたいママから

は「ヒト：子どもが手を離れる10年20年後の

自分を考えると、自己肯定感を得るために

も仕事をしたい」、「モノ：子連れ出勤ならお

むつ替えスペースが欲しいけれどその他必

1人1人にあった働き方を見つけるには

要なものは持参できそう」「カネ：経済状況

の改善につながれば嬉しい」「しくみ：リモー

トワーク可能なしくみや長期休暇、急病時

のヘルプ体制が欲しい」、「社会：子連れ可

能なコワーキングスペースが街中に沢山あ

れば嬉しい」とのコメントが。人材を求める

側からは「ヒト：雇う雇われる関係ではなく

一緒に良い仕事をしよう！という関係をめ

ざしたい、向上心さえお持ちならスキルは

後からついてくる」、「モノ：WiFiやホワイト

ボード、託児室などが揃う場所を複数社が

出資して作るのもひとつの手」、「カネ：誇り

を持って仕事が出来る給与や時給でなく成

果に対する支給も考えたい」、「しくみ：職場

へ訪れた人が子どもと仲良くできてあたた

かく見守ってもらえる環境ができれば」、

「社会：今の子育て環境がどうなっているか

を社会全体で理解し、どんなことがママに

とって助けになるのかという情報が浸透し

た社会にできたら」といった意見が交わさ

れました。

ママたちは子連れや時短勤務、長期休暇の

取得など希望は様々ですが、特に会社に対

して特別な設備(ハード)を要求していないこ

とが印象的な意見交換会でした。ママたち

は今、「まずはやってみよう、ママと子どもの

現状を知りながら、見守りながら一緒に社

会に貢献していこう」と迎えてくれる温かい

気持ちを社会に求めているのでは、と感じ

られました。

子育てママが働きやすい社会研究会

vol.1

で計73件（！）もの回答が寄せられ、改めて

子育て中のママたちが“社会とつながるこ

と”について強い関心を持っていることが分

かりました。

次号の予定

研究会参加者
プロフィール

ゲレンチェール 亜子 さん 園部 佳子 さん 田中 尚子 さん 長野 鈴子 さん 正井 聡美 さん 上原 真理 さん 庄田 佳保里 さん 司会：谷田 成司 

3児のママ。子育てサークル外遊
びの会たんぽぽin池田の代表。
itoharito名義でハンドクラフト
作家としても活動中

3児のママ。ママの働き方
応援隊大阪池田校代表。
お祭りと金魚すくいが大
好き！

2児のママ。多世代交流
ハッピーズの代表。以前は
水月児童文化センターで
講師活動も

4児のママ。子育てサー
クルきっずてっく代表。
6月から新しい職場で
週4勤務を開始

1児のママ。フリーランス
のプランナー・ライター

トアエルラボを主催する い
けだ市活動交流エンジン
トアエルの理事・事務局長

エコミュージアムを管理運営
するNPO法人いけだエコス
タッフの理事長。人材を求める
側として研究会に参画

1児のママ。ママの働き方応
援隊大阪池田校池田緑丘学
級学級代表。秋には赤ちゃ
んを出産して2児のママに

主なアンケート調査結果
アンケートからは、「就業したい、賃金よりも社会とのつながりを感

じたい、子どもの病気などで休むのが心配」といったママの想いが

浮かびあがりました。
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「就業したい」が84％と多数

就業にあたって電話やメール

など一般的なコミュニケー

ション力などを回復するリハ

ビリが必要と感じる30%

就業にあたって講習や研修が

必要と感じる37％

ママの希望する就労スタイルやキャリアプラン

は年齢や経済状況、夫の転勤など家庭の事情

によって個々それぞれ

働くなら「急に休んでも職場に迷

惑がかからないようにしたい」が

83％と多数

「働くことで社会とつながること

を希望」が80％と多数

84％

30％

37％

1 2

83％

80％



『外遊びの会たんぽぽin池田』は「外で一緒

に気軽に遊ぼうよ」という子育てサークル

で、約80組ほどの親子が登録しています。私

は３児のママなんですが、子と２人っきりの

公園遊びが苦手で（笑）、間がもたなくて。子

どもが数人集まると、特に遊具がなくても

周りの草木や石で新しい遊びを考え出した

りして、3時間くらいすぐに過ぎます。自分た

ちで発見したり遊びに広がりを持たせる外

遊びの経験は、子どもにとって本当に貴重

で。他の何からも学ぶことができないもの

だと感じています。見晴らしが良くて小さい

子どもに目が行き届きやすい場所なら、マ

マたちは子どもを見守りながらおしゃべり

でリフレッシュできますし。ピクニックも最

高ですよ！そんな機会を気軽にたくさん作

りたくて、「集まれる親子で外遊びしよう」と

活動しています。

親子でゆるく集まって
豊かな緑の中で遊ぶ
-主催されている『外遊びの会たんぽぽin

池田』について教えて下さい

2011年に夫が仕事でベルギーのブリュッセ

ルに赴任することになり、家族で4年間駐在

しました。周りに住む日本人家族との交流

が心の支えだったんですが、その交流のひ

とつに日本パパとママが運営する子育て

サークル『ベルギー外遊びの会』がありまし

た。幼稚園がお休みの水曜日の午後に「集

まって森で過ごそう」というものです。枝で

木の家をつくったり、小高い山をのぼったり。

「自然の中でお互いに育ちあい、育てあお

う」という雰囲気がとても居心地良かった

です。日本に戻ったときの居住地も自然豊

かな池田市と決めていました。そして「また

外遊びを楽しみたい、お友達も作りたい」と

思いが募って、2016年の秋に今の会を立ち

上げました。おかげで娘だけでなく私にも

素敵な友人がたくさんできて。自分で作っ

た会にずいぶん助けられています。

駐在先のベルギーで出会った
外遊びの会を、池田でも
-亜子さんが外遊びの会と出会ったのは

ベルギーなんだとか

自然の中にいると、子

も親も家とは違う一面

が出てきます。暴れん

坊だった子が、自然の

中で気を発散して次第

に穏やかになっていったり。気弱がちな子

が山の中で遊ぶうちに、体力や気力がつい

てきたり。開放感からか、ママも日頃の悩み

をスッと話せちゃいます。時間に追われる日

本の暮らしのなかでは、特に外遊びは必要

とされているんじゃないかなと。育児でせわ

しない毎日を過ごしているママに参加して

もらえたら。「我が子が幼い時に思いっきり

外遊びをさせてあげてよかった」と心から

思っているので、これからも会を細く長く続

けていきたいです。

私
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　   然の中での遊びは小さい子どもから
大人までみんなを満たしてくれる

満開のサツキツツジやふかふかの枯葉絨毯が住
宅地のすぐそこにある池田市。豊かな自然を生か
した外遊びサークルはどのように始まったので
しょうか。ゲレンチェール亜子さんに伺いました。

＜プロフィール＞

ゲレンチェール 亜子 さん
外遊びの会たんぽぽin池田代表。池田市在住。大学卒業後、会社
員を経て結婚、ベルギーに4年間駐在。帰国後、ベルギーで出会っ
た外遊びの楽しさを池田で伝えたいと、2016年に会を立ちあげ。
お母さんのための五月山ハイキングも主催。itoharito名義でハン
ドクラフト作家としても活動中

＜インフォメーション・問いあわせ先＞

外遊びの会たんぽぽin池田
活動日時／平日午前中。週末不定期開催。
HP／https://ikedasotoaso.wixsite.com/home
Facebook／@ikedasotoasobi

＜TOPIX＞

サークルに参加するには
サークルスクエア（スケジュール共有サービス）に登録ください。
主な活動時間は平日の午前中で未就園児が中心。場所は主に五
月山公園や緑のセンター（五月山緑地都市緑化植物園）、池田城
跡公園で行います。親だけでも参加できる夜のおしゃべり会やラ
ンチ会、ハイキング会なども開催しているので気軽に参加してみ
てください。詳しくはHPへ。

池田でうわさのあの人にtoae l記者が

突撃インタビュー！

FILE 01 FILE 02
子育てサークル 外遊びの会
たんぽぽin池田 代表
ゲレンチェール 亜子 さん

医療法人優心会
こいし歯科 院長
小石 剛 さん

亜子さんの

こうなったら

いいな

院長になってすぐ池田市歯科医師会の公衆

衛生部に入り、地域全体の健康に目を向け

た公衆衛生の考えに触れ深く共感しました。

当時の虫歯予防は「歯に問題ができてから

の治療」と「再び悪くしないように気をつけ

る」というもの。でも本当は歯が悪くなる前

が大切で。「自分や家族がどんな生活をする

と歯が健康でいられるか、地域で一緒に考

えよう」という予防歯科が必要なんだと気づ

きました。呉服保育園の園医になって子ども

好きを自覚したのも相まって「予防を第一に

考えた小児歯科をやりたい」と決意し、開業

3年めに尊敬する小児歯科の岡崎好秀先生

がおられた岡山大学の大学院に行きました。

そこでの6年間の学びや人との出会いのお

かげで、僕が今思い描く「地域を見つめる歯

科」に対する考えの根幹ができましたね。

地域みんなの健康に着目した
予防歯科と小児歯科に力を入れて
-剛先生は予防歯科に力を入れて

いらっしゃいますが、そのきっかけは?

子育て支援のプロ（公社)日本助産師会の池

田支部長に「地域で子どもの育ちを考える

ことが大切だ」とお話いただいたことに触

発され、市内の助産師や管理栄養士、歯科

衛生士、社会教育者などで『子育て支援は

ぐはぐ』を作りました。結成以来「子育て家

族と地域をつなごう」と意欲的に活動して

います。歯科ではお母さん向けの母親教室

も実施していて。お口の機能を育てるには

『食・呼吸・姿勢』が大切なので、食事（離乳

食）の食べ方や抱っこの仕方、遊び方などに

気をつけると将来の身体づくりにもとても

良いのですが、ママが1人きりであれこれ頑

張るのは無理があります。子どもの成長や

ママの頑張りを、歯科を含めて地域ぐるみ

で見守って励ましあえたなら、それは子ども

のお口だけでなく心の成長にもつながるは

ずだと。今年度から『トアエル』の理事もさ

せていただいてますが、他の市民団体さん

とも連携しながら、どうやったら地域ぐるみ

で赤ちゃんやママを見守れるかを考えて、

どんどん実践していきたいですね。

おじちゃんおばあちゃん
子どもみんなで
「ハハハ」と笑うために

-診療以外にも『子育て支援

はぐはぐ』の副代表、

『トアエル』の理事など

幅広く活躍されていますね

歯科の向かいの「もぐも

ぐルーム」で行う母親教

室には、お口の機能を育

てるための離乳食教室

や、子どもから大人まで

対象のヨガ教室などが

あります。こいし歯科の

助手や歯科衛生士、管理

栄養士、ヨガインストラクターなど身体作り

のエキスパートが一生懸命運営しているの

ですが、ママや子どもたちから教わる場にも

なっています。この場所に地域の幼稚園や

おじいちゃんおばあちゃんの力を借りるこ

とができたら、子育て支援ルームやママの

ためのカフェのようなこともできるんじゃな

いかなと考えていて。僕は生まれも育ちも池

田で、小さい頃から地域の人のお世話にな

りました。僕も歯科医師として地域の場作り

のお手伝いをしたいと思っています。

世
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       防歯科×地域コミュニケーションで
子どもとママをサポートしたい

池田で三代続く『こいし歯科』の現院長で、
剛（ゴウ）先生の愛称で親しまれるいつも優
しい雰囲気の小石剛さん。無関係そうでいて
実は密接につながっている”歯科と地域の関
係性”についてインタビューしました。

＜プロフィール＞

小石 剛 さん
こいし歯科院長。池田市在住。鶴見大学歯学部卒業後、祖父の代
に開業した歯科を父から継いで三代目の院長に。その後岡山大
学大学院小児歯科で6年間学び卒業、池田市へ戻り地域ぐるみで
の予防歯科を実践。こどもの健康な成長のための母親教室も開
催している。趣味は歯の化石あつめ

＜インフォメーション・問いあわせ先＞

医療法人優心会 こいし歯科
住所／大阪府池田市栄本町9-2-A
Tel／0120-834-814　HP／http://www.834814.com
診療内容／小児歯科・予防歯科・矯正歯科・一般歯科
受付時間／9:00~12:00、14:30~17:30
最寄りバス停／阪急バス「綾羽」

＜TOPIX＞

小石剛、またの名を『恋歯家歯っ恋（こいしやはつこい）』
こいし歯科の待合所を20席の落語小屋に変身させて、手水寄席
（ちょうずよせ）を開いている先生。歯の健康にまつわる歯磨き噺
を披露して、お客さんを楽しませています。奇数月の第2日曜日
に開催、次回は8月5日（日）（おたなゼミ特別回）を予定。お土産付
きです。詳しくはHPヘ。

剛先生の

こうなったら

いいな

こ
ん
に
ち
は
！

自 予
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・事務代行サービス
団体の連絡先として、トアエルの住所、事務

代行電話番号、FAX番号が利用できます。　

また、メールボックスが使用できます。

・ロッカー年間利用
施設内の物品保管用ロッカーを利用いただ

けます。

・WiFi利用
施設内でWiFiが利用いただけます。

●事務サポート

・名刺作成
トアエル特製デザインの名刺を少ない枚数

から注文いただけます。

・印刷物の作成
［大判印刷］
イベントでの横看板やポスターなどを印刷

できます。

［大量印刷］
白黒で安価に大量印刷が可能です。

［コピー］
カラー、2色、白黒でのコピーが可能です。

［紙折］
紙折機でA3サイズまで、3つ折り、Z折りな

ど6種の大量紙折が可能です。

［ラミネート］
A3サイズまでのラミネートが可能です。

・メールマガジンの配信
トアエルメールマガジンにてイベントの告知

やメンバー募集などが行えるほか、助成情

報などが入手できます。

・情報誌「トアエル」での告知・広告掲載
情報誌へのイベントの掲載やチラシの挟み

込みが行えます。

・チラシ・ポスターの配架、掲示
施設内にチラシやポスターの配架、掲示が

行えます。

・トアエルマーケット
活動PRやメンバー募集、資金調達ができる

イベントにご参加いただけます。

●広報サポート

・プレゼンテーション物品貸出
プロジェクター、100インチスクリーン、ポイ

ンター、タブレットPC、HDMIセレクター（プ

ロジェクターに出力するPCの切り替え）、ワ

イヤレスマイクなどをご使用いただけます。

・音楽イベントや対話の場づくり
B luetoothスピーカー・サブウーファー、

Bluetoothマイクをご使用いただけます。

・イベント記録
ビデオカメラと三脚をご使用いただけます。

●イベント・会議サポート

●いけだ市活動交流エンジン「トアエル」
　（池田市公益活動促進協議会）新任理事を御紹介します

・トアエルカレッジ
随時実施している、セミナーや交流会、視察

などにご参加いただけます。

●スキルアップ支援

行政やNPO、企業との連携をサポートします。

●連携サポート

アンケートなど各種調査・分析、民間等の助

成申請書作成支援、会議の運営支援なども

行っています。

●その他
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・どなたでもご利用いただけます
トアエルでは、何か始めたい、活動を広げたい、
社会問題を解決したい、そんな想いに応えたい
と考えています。活動場所のこと、情報発信の
こと、団体設立のこと、行政に協力を求めたい、
連携できる団体を探しているなど、社会貢献に
むけた様々な相談を受け付けます。ぜひ、お気
軽にご相談ください。各種相談のほか、さまざま
なサポートを行っています。

・団体登録でさらに活動が広がります
池田市への団体登録には、一定条件（5名以
上の構成員がいる事、規約又は会則がある、
会計の適正な処理が行われている、概ね１年
以上池田市内で活動を行っている等）を満た
している事が必要です。これから活動を始め
たいという方には、トアエルへのグループ届
出からスタートされる事をお勧めしています。
お気軽にご相談ください。

小石  剛

トアエルで、子育てや健康
の輪がますます広がりま
すように！

田村  佳寛

池田のまちの活性化に
取り組んでいます。
よろしくお願いします。

谷田  成司

みなさんの笑顔があふれ
る社会づくりに向けて
より一層、尽力します。

トアエルカレッジ／セミナー

トアエルマーケットトアエルカレッジ／フォーラム

Bluetoothスピーカー＆マイク

連携サポート／里山・あそび隊

大判プリンター

ラミネーター

タブレットPC＆ポインター

お問い合わせ

072-750-5133

日曜・月曜・祝日

9:00～19:00
（夜間利用は予め御相談ください）

 いけだ市活動交流エンジン「トアエル」
（池田市立コミュニティーセンター2F）

池
田
栄
町
商
店
街

池田駅

阪急宝塚線

176

接続詞にあたる「ト」＋「アエル＝会える、

合える、逢える、遭える、遇える」から、

「人を認識する、対面する、やって来る。

人・コトに出くわす、面と向かう、一つに

集める。基準を一致させる。」なども

“トアエル”に込めています。

また、…と、「アエル＝和える」→ [野菜

や肉などにいろいろな調味料をまぜ合

わせて、味を作ること]も意味しており

“トアエル” は、異種の違うものどうしを

加えて協働（＝コラボ）して新たなもの

を生み出していくことをめざします。
※有料や対象限定のサポートも含まれます。また、各種サポートは予告なく変更される場合があります。
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