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 仏画曼荼羅アート

いけだ地域栄養士会
葉菜の会

食物アレルギー講座

こもれび相談室・
多世代交流ハッピーズ
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てるプチマーケット

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、内容、参加費、申込み・問合せ先など

本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

https://toael.jp   
発行所：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）

　　　　〒563-0058 大阪府池田市栄本町9-1

　　　　池田市立コミュニティセンター内 

　　　　TEL 072-750-5133   FAX 072-750-5125   E-mail : info@toael.jp

発行日：2021年7月10日

デザイン：株式会社バード・デザインハウス

印　刷：セイコープロセス株式会社

第14号（年4回発行）

情報誌

【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4,500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います。詳しくは事務局までお問い合わせください。
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（コミュニティセンター内）

さまざまな用途で利用いただける貸室があります。

総合受付
男女共生
サロンエリア

公益活動
促進センターエリア

1F

2F

3F

4F

入口

コミュニティセンター（通称：コミセン）

社会貢献活動を行うためのサポートや貸室が
あります。

公益活動促進センター（通称：センター）

男女共生に関わる図書コーナー、授乳スペースが
あるほか、女性相談などを行っています。

男女共生サロン（通称：サロン）

阪急電車「池田駅」下車 徒歩7分

（12月29日から1月3日は全館休館）

●開館時間：9時～22時(月曜休館)

●開館時間：9時～19時(月曜、日曜・祝日休館)
　※貸室：前日予約により日曜・祝日利用、21時までの利用が可
　※日曜・祝日：ロッカー利用可、17時閉館の場合あり

●開館時間：9時～19時(月曜休館)
　※日曜・祝日：17時閉館の場合あり

※新型コロナウイルスの影響でイベントが 
中止になる場合がございます。
　開催状況については主催者へお問い合
わせ下さい。

・日時：7月20日（火） 毎月第3火曜日13:30～15:30
・場所： 佛日寺 佛日寺会館2階
・内容 : 和紙に仏画を写し、その周辺に般若心経を書き、
唯一無二の曼陀羅アート作品を作ります。初回の体験会は、
自分の干支の仏像（仏画）と般若心経を組み合わせお札
づくりにチャレンジ。通常（定期講座）は、各種仏画を写し、
その周りに、般若心経を書いていきます。
・参加費： 初回（体験会） 1,000円　通常（定期） 2,000円 （共に
材料費込）
・申込み・問合せ先：渡邉雄二（℡090-3658-7804）
   E-mail：ipc@wa2.so-net.ne.jp

・日時：2021年9月16日(木)13:30～14:30
・場所：池田市保健福祉総合センター 3階 調理実習室
・内容：食物アレルギーのある小学校低学年頃までのお子さん
のいる保護者向け講座。卵・乳製品・小麦を使わない料理の
レシピ紹介と交流会。”食物アレルギーのお困り事を気軽に
話しに来ませんか？”
・参加費：試食代500円（新型コロナウイルスの感染状況よって
は試食を中止することもあります）
・申込み・問合せ先：事務代行 トアエル（℡072-752-4334）

・日時：2021年7月18日（日）10：30～15:30

・場所：池田駅前てるてる広場

・内容：クワガタ里親塾、輪投げ、ヨーヨー釣り、ぷよぷよすくい、

コイン落とし、フリーマーケット、野菜販売など、子ども連れで

ぜひどうぞ。

・雨天中止

・問合せ先：事務代行 トアエル（℡072-752-4334）

オリオン おうちで楽しむコンサート

・日時：8月・9月・10月 （全て１日より公開）

・内容："街のいい所とコラボ動画配信"8月は「パン屋さんに

行こう！」～放課後ハウスバンビーノ～、9月は「みち」～

こもれび相談室～、10月は「リフレッシュ」～ハーブミュー

ジアム レモングラス～
・アドレス：
https://www.youtube.com/channel/UCZ8Gl_yrLml5ep
fyKLmwWwQ
・YouTube各月の内容テーマで検索して下さい（視聴無料）
  ※生演奏もボランティアにて承れます。
・問合せ先：大鶴 （℡090-9861-5526）

コミュニティセンター
エリア

和室

料理実習室 会議室 軽運動室

大会議室

休養室学習室

講習室 会議室

今回はみなさまからいただいた未来への

メッセージなどをお届けします。

トアエルは20周年を迎えました！

専用の版画にインクを載せて刷ることで、版画のデザインをハンカ
チや Tシャツなどにつけることが出来ます。今回はtoaelマークと、
20周年記念マークの2種類をご用意。いけだならではの可愛いイラ
ストに仕上がりました！お好きなマークを選んで自分だけのオリジ
ナルグッズを作ってみませんか？トアエルでも無地のハンカチやT
シャツ等をご用意してますので、お気軽にご参加ください♪

＊新型コロナウイルスの感染予防の為、ワークショップにご参加の際には
マスク着用（咳エチケット）・手洗い・アルコール消毒等にご協力いただけ
ますようお願いいたします。広いテーブルにて少人数で開催いたします。

お知らせ 

20周年記念 シルクスクリーンワークショップ
● シルクスクリーンとは？

■ 日　時 :7/20（火）、27（火）、8/3（火）、10（火）、17（火）、24（火） 、31 (火)
■ 時　 間 : 10:00~12:00 （11:40締め切り） 
■ 制作時間：20分～
■ 参加費：プリント 100円
■ 持ち物：お手持ちのエコバッグやTシャツなど、シルクスクリーンするものをお持ちください。
　　　　 トアエルでもご用意しております（ハンカチ100円、 Tシャツ2,000円）
■ご予約：お電話（トアエル072-750-5133）でご希望の日時をご予約ください。
　　　　　空きがある場合は飛び込み参加も可（予約優先）
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地域の活動をさまざまな形で支援し、人材・資金・情報など必要な資源

につなぐ役割を担う組織を「中間支援組織」と呼びます。コロナ禍で顕

在化したように社会課題が多様化・複雑化するなか、中間支援組織が

相互に連携してより良いまちづくりに貢献していくことに期待が寄せら

れています。今回は、商工業・地域福祉・市民公益活動の3つの分野の中

間支援組織から担当者が集まり意見を交わしました。

2021年5月、トアエルは設立20周年を迎えました。池田の市民活動に
様々なご尽力をいただいている皆様に改めて感謝を申しあげるとともに、
次の10年に想いを馳せ、より良いまちづくりの基礎となる市民活動の
促進に今後も一層力を入れてまいります！
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Anniv e r s a r y
 

toael 20周年

2001年5月、任意団体として「池田市公益活動促

進協議会」が誕生し、池田の市民活動の中心として市

民の皆様や企業・団体の皆様、関係機関の皆様など、多方面の

方々に大切に育まれ、2021年5月に団体設立20周年の節目を

迎えました。市民活動の広がりがまだまだ初めの頃、力のなかっ

た時代から池田の地でこれを促進し、多くの団体の発足を

支援し、互いに育ち合いながら、力をつけて今日に至りました。

2018年には「より多くの方々に身近に感じてもらえるように」と、

愛称を「トアエル」とさせていただきました。今後とも皆様方の

お力を借りて、ますます頑張って行けるようにして参りたいと思

います。ぜひ皆様がたのご支援、ご協力をお願い申しあげます。

「池田市立公益活動
促進センター」
指定管理者指定受託

4月

「ボランティア・ＮＰＯ
団体活動発表」開催

4月

「いけだ市民大学」開催10月

新活動名称を「いけだ市活動交流エンジン」、
愛称を「トアエル」と定める

1月

「世界と日本における市民活動の“これまで”と
“これから”～NPO法施行20周年を迎えて」開催

3月

「トアエル文化祭」開催8月

「NPO法人 池田市公益
活動促進協議会」設立

6月

「まちナイト」共催1月

「池田市立男女共生サロン」
指定管理受託

4月

「ボタニカルフェスティバル」
開催協力

11月

「トアエルマーケット」開催10月

「トアエルカレッジ」開催11月

池田市公益活動促進協議会設立5月

「池田市立公益活動促進センター」
管理・運営受託、広報誌「つながり」
第1回発行

7月

「第1回いけだNPO井戸端
  会議」開催

7月

「第1回里山・あそび隊」開舎10月

！！

写真　年表
　たどる20

年
と で

企業勤務時代から池田のまちづ
くりに携わる。その後、池田市役
所勤務を経てトアエルへ。

谷田 成司〈 理事・事務局長 〉

三木会長
ごあいさつ

池田市公益活動促進協議会

（愛称：トアエル）

誌上トーク
セッション

ト
ア
エ
ル
の

メ
ン
バ
ー
が

聞
き
ま
し
た
！

吉岡 博充
トアエル監事

進行役 入江 陽子
トアエル専門員

進行役

profile

「北摂NPO・SB緊急
補助金プロジェクト」発足

4月

「コロナ禍 Zoom主催体験
セミナー＆相談会」開催

9月
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これからの

まちづくりと

中間支援組織

の可能性
幼稚園教諭、保

育士などを経て
社

会福祉協議会へ
。市全域を担当す

る生活支援コー
ディネーター。

中西 美佐子

〈 地域福祉課 
主任主事 〉

なかにし
み さこ

（社福
）池田

市

社会福
祉協議会

池田生まれ池田育ち。東京の大学を卒業後、Uターンで、商工会議所に入職。

多田 幸希
〈 経営指導員 〉

池田商工会議所
中小企業相談所

た だ

た に だ せ い じ

さ つ き

よしおか ひろみつ いりえ ようこ
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多田：商工会議所は事業者の集まりで、池

田商工会議所には現在、法人・個人あわせ

て1,400弱の会員がいます。簿記検定などの

事業もやっていますが、基本的に会員から

の会費で運営されています。会費を払う代

わりに何かあったらいつでも相談できる場

所というか。よく商工会議所のことを説明す

る際に「市民にとっての何でも相談窓口が

市役所だとしたら、お商売人さんにとっての

相談窓口が商工会議所ですよ」というふう

にお伝えしますね。私自身は中小企業の創

業や融資などの相談を担当しています。

中西：高齢になっても、障がいがあっても、

住み慣れた池田のまちで心豊かに生きてい

けたらいいよねというのをお手伝いするの

が社会福祉協議会です。子どもの預りや家

事援助、よろず相談、ボランティアセンター

（以下、ボラセン）の運営など、事業範囲はか

なり広いです。ボラセンでは、社会貢献活動

に携わるボランティアグループに対して活動

場所の提供や機器の貸し出しを行っていま

すが、そういった機能はトアエルと重なる部

分がありますね。

谷田：トアエルはもともと池田市の条例に

基づいて設置された組織です。設立20年を

機に今年6月、NPO法人格を取得しました

が、理念や目的に変わりはなく、団体への支

援と、自らもまちづくりに積極的に関わるこ

とを通じて、公益的な活動の促進をめざし

ています。公益いうことで、ボランティア寄

りの団体を支援する機会が多いですが、収

益性を見込んだ活動や団体設立の相談も

あります。商工会議所と社協の、ちょうど間

ぐらいの位置づけと言えるでしょうか。

中西：感染拡大の初期は「怖くて一歩も外に

出られない」という高齢者もいらっしゃいま

した。手紙や電話で声掛けをしたり、手作り

マスクを集めて配ったりしました。今年に入

り、食品の寄贈を受けて必要な方にお渡し

するフードドライブ・フードパントリーの取

り組みと、お弁当の配食を始めました。フー

ドパントリーは当初、高齢者の利用が多い

かと予想していましたが、若い方がたくさん

来られています。緊急貸付の相談も非常に

多く、人口10万ちょっとの池田市で困って

いる方がこんなに多いのかと驚きました。

小規模事業者さんも大変な状況で、商工会

議所の相談窓口を案内したこともありました。

多田：昨年の今頃は、毎日のように融資の紹

介状を書いたり、給付金の申請手続きの相

談に乗ったりしていました。池田は家族単位

で経営されている小さなお店やサービス業

が多くて、そういう人たちはどこに相談した

らいいかわからない。知り合いから聞いて

お越しになったという方もいて、実は去年

1年間で会員数が100近く増えたんですよ。

地域に根ざした商工会議所が、いざと言う

時のセーフティネットになっていることをあ

らためて実感しました。

谷田：緊急事態宣言が発令され不要不急の

外出は制限されましたが市民活動は本当

にそれにあたるのか考えさせられました。

社会貢献度だけでは測れない、たとえ趣味

的な活動であっても、それが社会との接点

になり、生きがいや社会参加につながって

いる。私たちはそのきっかけを提供してい

るんだと気づかされました。

中西：人と会って、顔を見てしゃべることの

大切さを痛感しました。フードパントリーで

も単に物の受け渡しだけでなく「元気だっ

た？」というようなちょっとした会話のやり

とりが大事で。この混乱が過ぎればまたみ

んなで集まるようになると思いますが、スマ

ホって便利だねとおっしゃる高齢者もいま

すし、ITも併用しながらのコミュニケーショ

ン・つながりづくりが求められるようになる

でしょうね。ただ、どうやったらそれが全員

に届くか、あの手この手で工夫しながらやっ

ています。

多田：デジタルツールの使いこなしは事業者

にとっても課題ですね。商工会議所ではIT相

談会を7月より定例開催しますが、コロナ禍

が落ち着いても、新しいやり方に変えていく

ことが求められる時代なのかなと。私たち

の支援のあり方も模索が続くと思います。

谷田：「早く収束してほしいですね」と感染

者数に一喜一憂するのではなく、1歩、2歩先

を読んで今できることを必死でやった1年間

でした。これからもコロナ禍は続く、あるい

は別の新たな危機があること前提に、何ら

●根拠法：社会福祉法
●設　立：1949年
　※社協の活動全般については2019年
　　秋号でも紹介しています

かの形で活動を継続するための情報収集

をしっかりやって発信していくことが今後も

必要だと考えています。

https://i-shakyo.or.jp/ https://www.ikedacci.or.jp/
●根拠法：商工会議所法
●設　立：1950年

●根拠法：池田市公益活動促進条例/ 
　（2021年6月～）特定非営利活動促進法
●設　立：2001年
　※NPO法人化の経緯に関しては、
　　2021年春号も参照ください

https://toael.jp/

池田市社会福祉協議会 池田商工会議所
池田市公益活動促進協議会

（トアエル）

誌上

トークセッ
ション

市民をそれぞれの分野から支援している３つの中間

支援組織。専門家としての視点と姿勢、そしてそれぞれ

の実行力を感じることができました。今後、池田市内

の他の中間支援組織も含めて力を合わせて動いてい

くことで「市民のより良い暮らしやまちづくりが大きく

ひらける！」と心から感じた対談でした。

池田市公益活動促進協議会（トアエル） 谷田

池田市社会福祉協議会 中西

池田市商工会議所　多田

中
西
さ
ん
、

多
田
さ
ん
、

あ
り
が
と
う

ご
ざ
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ま
し
た
！

進行役

ふだん、どんな目的で、
どんな支援をされているのか

教えてください。

昨年はコロナ禍により、
環境変化の激しい

1年だったと思いますが。

ポストコロナの時代、中間支援
組織の役割はどう変わっていくと

思いますか？

これからのまちづくりと

中間支援組織の可能性



三木 秀夫さん
（会長）

中村 一雄さん
（理事）

田村 佳寛さん
（理事）

谷田 成司さん
（理事/事務局長）

浜畑 通大さん
（事務局）

平井 和美さん
（副会長）

(特活)とよなかESDネットワーク

高槻市市民公益活動サポートセンター

NPO法人いばらき市民活動推進ネット

(特活)市民活動フォーラムみのお

入江　陽子さん
（専門員）

うえはら まりさん
（スタッフ）

ゲレンチェール亜子さん
（スタッフ）

多田 幸希さん
(池田商工会議所)

中西 美佐子さん
（池田市社会福祉協議会）

田中 尚子さん
（スタッフ）

長野 鈴子さん
（スタッフ） 園部 佳子さん

（スタッフ）
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20周年記念プロジェクトとして「わたしにとってのトアエルとは」「団体
としてこんなことに取り組んでいきたい」など、トアエルや市民活動に
関するメッセージを募集しています。
今回は、トアエルのメンバーと皆様からお寄せい
ただいたメッセージの一部をご紹介します。
メッセージは8月末まで募集中！公益活動促進
センターへの掲示や公式HP、YouTubeなど
でご紹介させていただきます。

みなさまからの20周年
メッセージのご紹介

https://toael.jp/

20周年、おめでとうございます。同じ時期に箕面でも市民活動センターが開所し、市民
活動の応援組織としてお互いに励ましあってきた20年でした。ここ数年は組織改革も
され、ますます活発に活動されているのを逞しく感じています。これからも同じ志を持
つ仲間として、ますます魅力ある活動を展開して下さいね！
これからも宜しくお願い致します。

設立20周年、おめでとうございます。
また、新たな形でのスタートをお迎
えとのこと、これからのますますのご
活躍、心よりお祈り申し上げます。
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木村 和美さん
（理事）

オリオンさん

クワガタ探検隊さん

小石 剛さん
（理事）


