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特集
誰一人取り残さない
～ＳＤＧｓ（エスディージーズ）「持続可能な開発目標」～

つながりが人生を豊かに健康に！

キラキラと輝くセカンドライフ！　平野区　Ｔｈｅ　男組

３　４　次世代を担うこどもたちに楽しいひと時を　株式会社阪神住建

７　８　各区で男性の活躍の場広がる

鶴見区シニアボランティアアグリ・旭区男のカフェ「火の鳥」
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特集
誰一人取り残さない
ＳＤＧＳ「持続可能な開発目標」

３　すべての人に健康と福祉を

つながり人生を豊かに健康に！
キラキラと輝くセカンドライフ！
平野区　Ｔｈｅ男組
　平野区社会福祉協議会議会（以下平野区社協）の会議室に、シニア男性たちの笑い声が
響きます。笑顔あふれるこの集まりは、男性の男性による男性のための居場所「Ｔｈｅ男
組」。
　「楽しみながら地域社会に貢献する」ことを理念とし、世代間交流や買い物のお手伝い
など、できることをできる範囲で活動しています。

うどんがつなぐ、男性の居場所！

（写真説明文）
笑顔あふれる男性たち

　これまで仕事一筋で、近所には気軽に出かける場所がないなどの悩みをもつ男性の仲間
づくりを応援するために、平野区社協や地域包括支援センターなどが中心となった居場所
づくりプロジェクトチームが、２０１８（平成３０年１０月に「Ｔｈｅ男組　男の手



打ちうどん講座」を開催。４週連続で開催されたこの講座には、平野区内のシニア男性が１６人集ま
りました。
　「シニア男性は目的がないと、なかなか集まるのは難しい。具体的な活動（目的）がイメージでき
る講座の内容とタイトルにしたことで、たくさんの人に参加してもらえました」と語る平野区さえ愛
支援員（生活支援コーディネーター））※の角田達哉（かくだたつや）さん。

　うどん講座では、粉まみれになりながら、一生懸命に生地をこねたり、のばがら、一生懸命に生地
をこねたり、のばしたり。最後には出来上がったうどんを参加者全員で美味しくいただきました。
※在宅生活を継続するために日常的な生活支援を必要とする高齢者に、多様な事業主体による支援体
制を提供できるように、地域資源の把握・ネットワーク化や地域資源・サービスの開発等のコーディ
ネート機能を担います。

いつまでも青春
　「男の手打ちうどん講座」を受講した参加者は、毎月第４木曜日の定例会に参加しています。定例
会を開催するにあたり、誰もが安心して参加できるために〝約束ごと?を決めました。
　『誰でも来はったらいいねん（出入り自由）』『ここではみんな、とんとんの関係やで（〇〇さん
と呼び合いましょう）』『がんばって広報して活動を拡げていきまっせ』など、どれも特徴的。ま
た、活動理念として、「一人ひとりの夢をかなえ、できることをできる範囲で楽しみながら地域社会
に貢献する」ことを参加者全員で決めました。
　活動内容は多種多様。例えば、地域で開催される野菜の移動販売では、足が悪く、重たい荷物を運
ぶことができないなどの理由で、買い物が不便な人に、自宅まで荷物を運ぶお手伝いをしています。
また、こどもたちには、世代間交流として写真入り缶バッチを作成しプレゼント。地域のお祭りで
は、みたらし団子やから揚げを販売して活動費を稼ぎます。
　このように、一人の発言をきっかけに、やりたいことやアイデアが次々と提案され、一人ひとりの
夢を叶えていく活動に「これまで組織人として百戦錬磨で生きてきた人たちが、縦の関係性ではな
く、横の関係性で対等につながり合う。新鮮で面白い！」と話す男組メンバーの森川清治郎さん。

第２、第３の人生探し
　メンバーの中には、「男組の活動に参加してから、ボランティア活動に興味を持った」と話すな
ど、登下校の見守り活動や、老人ホームでの傾聴ボランティア活動などへ参加するようになった人も
います。また、ひょんなことから、「男組のテーマソングを作ろう！」との提案があり、ギターの得
意な人を男組に誘って、作詞・作曲を依頼しました。翌月にはメンバー全員で歌いレコーディングま
で行いました。
　男組は「自分自身」と口をそろえるメンバーのみなさん。自分が楽しみ、楽しめる居場所がない
と、継続した活動は難しい。いろいろな経験・特技をもった人が集い、助け合い、刺激しあえる関係
が、仕事一筋で生きてきた「シニア男性」の第２、第３の人生を豊かにします。
　新たな生きがいを探しあて、自分自身が喜び楽しめることが、いつまでも健康でいきいきと輝く秘
訣なのかもしれません。
（写真説明文）
「いきがい・助け合いサミットin大阪」のポスターセッションでThe男組が全国第1位になりました
（写真説明文）
ギター弾き語りに合わせてテーマソング「晴れ姿おとこ組」をみんなで熱唱しました

問合せ
平野区社会福祉協議会
平野区平野東２－１－３０　にこにこセンター　ＴＥＬ０６－６７９５－２５２５



地域こども支援ネットワーク事業
～社会全体でこどもを支える仕組みづくり～
次世代を担うこどもたちに楽しいひと時を
株式会社阪神住建
　地域こども支援ネットワーク事業では、社会福祉施設（５施設）を通じて企業・団体等から提供される物
資をこども支援団体にお渡ししています。また企業等の協力により、こどもたちへの体験活動を実施。こど
もたちの文化的な体験・関わりの機会を増やしています。
こども食堂からみんなの居場所へ
～だれもが安心して暮らせる大阪(地域）をめざして～

こども食堂などに参加する約１００人を招待
　９月から１０月にかけ、株式会社阪神住建の主催で「スパワールド世界の大温泉」（浪速区）の招待イベ
ントが開催され、４日間でのべ９０人以上のこどもたちが参加しました。招待を受けたのは、西成区と天王
寺区でこどもの居場所づくり活動に取組む、地域こども支援ネットワーク事業に登録する５団体です。
　福島区に本社を構え、不動産やスポーツ施設などを経営する株式会社阪　神住建は「次世代を担うこども
たちに社員と共に楽しいひと時を過ごしてもらいたい」との想いから、4年以上前から里親の元で暮らすこ
どもたちを同社が経営するスパワールドに招待してきました。
　昨今、全国的にこども食堂の取組みが広がっていることから、このこどもたちに体験の機会を提供したい
と思い、昨年度から地域こども支援ネットワーク事業へ参加するこどもたちへの招待イベントが始まりまし
た。
こどもとスタッフに笑顔広がる
　当日は、１０時３０分からのスタートでしたが、早い人は１時間近く前から集まっていて、浮き輪を持っ
たこどもたちが「早く中に入って遊びた?い」とウキウキした様子でした。
　専用入口から館内に入ると、ハロウィンの装飾と笑顔のスタッフに出迎えられ、スタッフから館内の利用
説明を受けた後、プールやウォータースライダー、温泉などを丸１日楽しみました。
　株式会社阪神住建では他にも、社会貢献活動の取組みとして、障がい福祉サービス事業所が焼いた各種パ
ンを毎月定期的に阪神住建グループで購入して、全社員に提供するとともに、イベント等での販売に協力し
ています。この日は、障がい福祉サービス事業所『にいたかの里』（淀川区）のメロンパンが参加者に配ら
れ、思わぬプレゼントにこどもたちに笑顔が広がりました。

（写真説明）
こどもたちに優しく声をかけるマネージャー米田勉さん（右）

参加者募集
地域こども支援ネットワーク事業シンポジウム
地域共生社会をめざし、大阪全体で、こども食堂や“誰もが集える居場所”の充実と拡充、また住民
に身近な圏域でのネットワークづくりが必要とされる意義を考え、理解を深めることを目的とし
たシンポジウムを開催します。

参加費無料
定員600人

日程 令和２年１月１９日（日）午後１時～４時３０分
場所 阿倍野区民センター大ホール（阿倍野区阿倍野筋４－１９－１１８）
対象 こども食堂に関心のある人、活動者、地域団体（民生委員・児童委員、主任児童委員、青
少年指導委員、 ＰＴＡ、学校等）、福祉施設（こども、高齢、障がい等）、企業等
締切 １月１０日（金）
プログラム
ゲスト／社会活動家・東京大学 特任教授・ＮＰＯ法人「むすびえ」理事長　湯浅 誠さん
にしなり☆こども食堂　代表　川辺康子さん
第１ 部 ・シンポジウムの趣旨説明
・映画“こどもしょくどう”上映（９３分）
第２部 ・湯浅誠さん　講演「全国こども食堂箇所数調査から」
・川辺康子さん　にしなり☆こども食堂活動報告
・湯浅誠さん、川辺康子さん　大阪市ボランティア・市民活動センター上野谷加代子所長の鼎談
テーマ「こどもの居場所活動の未来について」
申込方法／ＴＥＬ、ＦＡＸ、メール、申込フォーム　申込・問い合わせ／大阪市ボランティア・
市民活動センター（ｐ１４参考）
主催／大阪市社会福祉協議会　協力／堺市社会福祉協議会、大阪府社会福祉協議会

2DAY連携企画
～堺市と関西大学との地域連携事業～
１月１８日（土）午後2時～5時「さかい発！ひろがる子ども食堂の輪」
湯浅誠さん＆関西大学人間健康学部 山懸文治教授
場所／堺市総合福祉会館６階ホール
主催／関西大学・堺市・堺市社会福祉協議会

専用申込フォーム
https://ws.formzu.net/sfgen/S33713315/

「平成３０年度　地域こども支援ネットワーク事業報告書」と
「広げよう！こどもの居場所ガイドブック」のご紹介！

（リーフレット文）地域こども支援ネットワーク事業　３０年度こども報告書

https://www.osaka-sishakyo.jp/project/child-network/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/e1bb22e14bd094d239922deaad8c5178.pdf
ぜひQRコードからダウンロードしてご覧ください
「平成３０年度地域こども支援ネットワーク事業報告書」
　社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団「ランドセル基金」を活用して、平成30年度『地域こども支援ネットワーク事業報告書』を作成しました。企業等からの物資提供や体
験活動、各種講座・交流会等の報告を掲載しています。

社会全体でこどもを支える仕組みづくり
地域こども支援ネットワーク事業
（リーフレット文）広げよう！こどもの居場所　ガイドブック

https://www.osaka-sishakyo.jp/project/child-network/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/44072b66cded2ab6a0563e2c802da101.pdf

「広げよう！こどもの居場所ガイドブック」
　地域こども支援ネットワーク事業では、こどもの居場所づくり活動を新たに立ち上げたい人、すでに居場所を運営している人に向けて『広げよう！こどもの居場所ガイド
ブック』を作成しました。こどもの居場所開設のステップや立ち上げ事例、衛生管理のポイント等をわかりやすく解説しています。



おいでよ！
いこうよ！

地域共生社会をめざして
おおさか市民フェスタ２０１９
地域・ボランティア・市民の新たな活動の創造
申込締切 １１月２２日（金）
市民、ボランティア、企業など協働が生みだされる場が広がるよう「参加・参画」、地域共生社会づくりをめざした
フェスタを開催します。

活動報告１０：３０～１２：３０
第１分科会『 地域と企業をつなぐ社会貢献活動』
テーマ：わがまちでできる多様なコラボレーション
第２分科会『 食でつながるフェスタおおさか』
テーマ：みんなで支えるこどもの居場所
第３分科会『 近隣のつながりと防災・減災』
テーマ：自助・「近助」・共助・公助を考えよう！
全体会　１３：００～１４：３０
３分科会の報告と意見交換、共有をおこないます。
☆ブース出展☆
●こどものひろば
●コンピュータを使わない　プログラミング体験　
●「注文をまちがえる」足湯カフェ
●手作り商品の販売
●手話パフォーマンス

日時 １２月７日（土）１０：００～開催
会場 大阪市立淀商業高等学校　（西淀川区野里3-3-15）
申込方法
申込専用フォームまたは、下記項目をご記入のうえ、FAXか郵便でお申込ください。
①氏名　②所属（あれば）　③連絡先　④参加希望の分科会⑤全体会の参加の有無を添えてお申込みください。
参加無料
申込専用フォーム
https://ws.formzu.net/sfgen/S44539023/

申込み・問合せ先
大阪市ボランティア・市民活動センター（P14参考）
主催：大阪市社会福祉協議会　大阪市ボランティア・市民活動センター
主管： おおさか市民フェスタ２０１９実行委員会

一般社団法人ボランティアセンター支援機構おおさか、大阪市立淀商業高等学校、
中央区フィランソロピー懇話会（CFK）、にしよどリンク（西淀川区）、
地域活動応援サークル（住之江区）、ICT市民クラブ
食でつながるフェスタおおさか実行委員会、
手話エンターティメント発信団oioi
西淀川区社会福祉協議会、福島区社会福祉協議会、
住之江区社会福祉協議会、中央区社会福祉協議会
主催：大阪市社会福祉協議会　大阪市ボランティア・市民活動センター
主管： おおさか市民フェスタ２０１９実行委員会
一般社団法人ボランティアセンター支援機構おおさか、大阪市立淀商業高等学校、中央区フィランソロピー懇話会
（CFK）、にしよどリンク（西淀川区）、地域活動応援サークル（住之江区）、ICT市民クラブ
食でつながるフェスタおおさか実行委員会、手話エンターティメント発信団oioi
西淀川区社会福祉協議会、福島区社会福祉協議会、住之江区社会福祉協議会、中央区社会福祉協議会

当日、ボランティア募集中！
受付・案内など
内容：来場者受付、会場案内、当日準備・片付け作業など
時間：以下3つのシフトのうち、いずれかを選択
①午前9時30分～午後0時30分
②午後0時30分～午後3時30分
③午前9時30分～午後3時30分
申込方法
①名前②住所③連絡先
④参加希望のシフト番号を添えて、
申込フォーム・FAXにてお申込みください。
https://ws.formzu.net/sfgen/S8988909/



みなさんの活動や思いを３つの形でサポートします！
２０１９年度　大阪市市民活動総合支援事業
大阪市市民活動総合ポータルサイト
大阪市域のさまざまなボランティア・市民活動の情報が検索できるポータルサイトを運営しています

（吹き出し文）市民活動団体の皆さんへは…助成金・講座・交流会

（吹き出し文）個人の皆さんへは…ボランティア・イベント

メルマガ始めました！
●ポータルサイトへ登録いただいた皆さんに、
　新着情報をメールでお届けします。（月２回程度）
　＊配信には団体登録／個人登録が必要です。【無料】
●登録はWEB上から可能！
　ぜひご登録ください。
大阪市市民活動総合ポータルサイト
https://kyodo-portal.city.osaka.jp/

【受託事業者】社会福祉法人大阪市社会福祉協議会（大阪市ボランティア・市民活動センター）特定非営利活
動法人若者国際支援協会 共同体

大阪市市民活動総合ポータルサイト

人と人とがつながる交流の場

“異次元”交流ライブ
企業・ＮＰＯ・地域団体・学校園・社会福祉施設などが「つながる」場を開催しています

（吹き出し文）つながりたい！

企業・ＮＰＯ・地域団体・学校園・社会福祉施設などが「つながる」場を開催しています

こんな思いはありませんか？
●日頃は接点を持たない他の団体等と交流することで、ネットワークを拡大したい
●異業種の団体等とつながることで、さらに活動の充実・発展につなげたい
互いの活動や強み・課題を共有しながら、取り組むべき社会課題と“協働”のタネを一緒に見つけましょう！

次回テーマ（予定）多文化共生・SDGs
開催についてはポータルサイトでお知らせします！

あらゆる市民活動の相談窓口
大阪市市民活動総合相談窓口
（吹き出し文）相談したい！

ボランティア・市民活動における困りごとが相談できる窓口を開設しています

こんなことお困りごとはありませんか？
●活動メンバーや応援者を増やしたい
●ほかの活動団体や事業はどうしてるの？
●活動をもっと多くの人に知ってもらうには？
＊開設時間
【火・木】９：３０～１７：００（相談受付は１６時３０分まで）
【水】９：３０～２０：３０（相談受付は２０時まで）
ＴＥＬ　０６－６７６５－４０４１

相談事例はポータルサイトをチェック！
（相談ページへ）→https://kyodo-portal.city.osaka.jp/support_organization/

【受託事業者】社会福祉法人大阪市社会福祉協議会（大阪市ボランティア・市民活動センター）



各地で男性の活躍の場広がる
　高齢化が進む中、団塊の世代以上の人たちが、生涯現役として活躍が期待されていま
す。そういった人たちを応援するため、各区社会福祉協議会で男性シニアの生きがいづ
くりの活動や居場所づくりが行われています。

鶴見区シニアボランティアアグリ

男性限定の共同菜園で暮らしの質を地域に笑顔を！！上げ
鶴見区シニアボランティア アグリは、男性シニアが中心となって畑を手入れして、収穫
した野菜を地域のこども食堂などへ無償で届けています。

たくさんの協力で実現した野菜づくり
　鶴見区シニアボランティア アグリは、２年前にＪＡ大阪市の協力のもと開催された
「男性シニア共同菜園ボランティア講座」からスタートしました。鶴見区社会福祉協議
会（以下、鶴見区社協）が窓口となり、住み慣れた地域で何か役に立ちたいという人た
ちが集まり、現在１３人で活動しています。
　地域住民が所有している休耕地を共同菜園として快く貸してもらえることになり、Ｊ
Ａ大阪市も講座に協力。さらに水道が通っていないため、隣の畑の人が井戸水を分けて
くれたり、鶴見緑地の乗馬苑から馬糞をいただいたりと、色々な人たちの協力を得て立
ち上げることができました。
　菜園の野菜は、できる限り無農薬を心がけ、２日前に収穫した新鮮な野菜をこども食
堂などへ届けています。毎日の水やりを当番制で行い、毎週木曜日は定例ミーティング
や作業をしています。

男性の課題から始まった共同菜園
　この活動に参加するきっかけは様々です。「男性シニアの中には、これまでフルタイ
ムで働いてきたので、地域とのつながりが少ない人もいます。そういった人が、地域で
ふれあい楽しく過ごせる居場所になればと思います」と鶴見区社協の生活支援コーディ
ネーターの安藤美希さん。
　活動中は「ここの水やりやった？」や「いい感じに育ってきたね」などコミュニケー
ションをとり、とても賑やか。植え方や耕し方などお互い確認し合いながら良い雰囲気
で作業が進んでいきます。
　共同菜園は、みんなでコミュニケーションをとり、みんなで相談し、みんなで野菜を
作ることを大切にしています。アグリ代表の龍神（りゅうじん）正則さんは「チーム
ワークが大切です。会話が自然と弾み情報交換の場になっています」と話します。
　また、こども食堂などに野菜を提供することで「ありがとう。美味しかった」と感謝
の言葉をかけられることが、ボランティアの励み・やりがいに繋がっています。今後は
「色々な野菜にチャレンジしていきたいです」と龍神さんは目を輝かせていました。

※この団体は、平成３０年度大阪市ボランティア活動振興基金の助成を受けて活動して
います。

（写真説明文）150坪の広々した畑で集まったメンバーのみなさん



旭区に舞い降りた〝火の鳥”とは？！
　２０１８（平成３０）年３月、旭区社会福祉協議会では、スターバックスコーヒージャパン
のスタッフが講師にとなり、カフェボランティアを募集。５月には、受講者が中心となった男
のカフェ「火の鳥」がオープンしました。

（写真説明文）超満員で会話も弾みます

旭区男のカフェ「火の鳥」

満員御礼・男性限定カフェ
　ボランティアもお客様も、みんな男性。文字通り男性にとって居心地の良い場所になってい
ます。月１回の開催日には６０人から８０人が集まるという人気のカフェに。女性も同伴なら
ＯＫというユニークな取組みです。
　この日、同じ建物の３階で、コミュニケーション麻雀が開催されていました。麻雀といって
も箱ティッシュを少し小さくしたくらいの大きなパイで１組１２人のゲームです。その参加待
ちの人が、コーヒータイムにとやって来て超満員。〝本格的でおいしいコーヒーが飲める″と
人気上昇中です

趣味や得意を活かして
　男性ボランティア１５人は、みんな個性的。写真や版画の得意な人がポップを上手に作成し
昔懐かしいカフェの壁を飾ります。来店時のポイントカードに押す〝消しゴムハンコ″は毎
回、力作。音楽好きの人がチョイスしたＢＧＭにセンスが光ります。受付や食器洗い、コー
ヒーに添えるお菓子類を買いに行く人など役割分担は声を掛け合いながらこなしています。
　「僕たちは〝レーコー″と言いますが、アイスコーヒーは、ゆっくり冷やすとおいしくなり
ます」と話すのは奥田豊さん。「一人で来ていた人が、隣に座った人と自然と会話しているこ
とがよくあります。常連さんが来ないとあの人どうしたんかな？と思う」と高橋競さん。各地
域にも男の居場所があればと意欲的にいろいろな地域に出向いて〝出張カフェ?を開催。男性が
いつまでも若々しく活き活きとした活動が続けられるようにと、ボランティアが名付けた「男
のカフェ火の鳥」が地域に羽ばたきます。
ときどき〝記者″井上玲子
（写真説明文）この日、スタッフはハロウィン衣装を身に着けておもてなし

生活支援体制整備事業とは？
　自分らしく地域で暮らし続けるためには、一人ひとりができる限り介護予防に努めるととも
に、民間企業やＮＰＯ、ボランティアや地域住民をはじめとした多様な主体が連携しながら、
地域の誰もが参加できる、身近な場所での「サロン」などの活動に参加したり、役割を持って
生活することが必要になります。それらを後押しするため、平成２７年度の介護保険法改正
で、「生活支援体制整備事業」という新たな事業が創られました。
大阪市内では各区社協が事業を受託・推進しており、８月には各区の取組みをまとめた「大阪
市における生活支援コーディネーター実践事例集」も発行されました。

問合せ
鶴見区社会福祉協議会（鶴見区諸口５－浜６－１２）
TEL　０６－６９１３－７０７０
旭区社会福祉協議会（旭区高殿６－１６－１）
TEL ０６－６９５７－２２００　

事例集はこちら→https://www.osaka-sishakyo.jp/tyosa_hokokusyo/



問合せ▶

私たちは、地域で生活する障がい者同士が、メンバー自身で企画を立て、実行して
います。イベントで、メンバーさんの車いすを押したり、食事介助などのお手伝いする
ボランティアを募集しています。

地域活動支援センター ＦＯＲＥＶＥＲ～いつまでも～
http://osaka-higashi.com

TEL/06-6975-7066　FAX/06-6975-7088
Eメール　ciloh_forever_itsumademo@yahoo.co.jp （担当：掛）　

数人　交通費：実費支給（上限１,０００円まで）　昼食代（５００円）支給人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・FAX・Eメール ※氏名、住所、年齢、連絡先をお知らせください

地域活動支援センター　ＦＯＲＥＶＥＲ～いつまでも～
（東成区大今里南2-7-17）
地下鉄・近鉄「今里」駅 徒歩１０分

場 所

不定期開催（９:00～16:00までの間） ※日程についてはお問合せください日 程

④一緒にお出かけしましょう～☆

問合せ▶

視覚に障がいがある人にお届けする音声版広報をパソコンで録音CD作成発送まで
の活動です。自主制作で新聞コラムなどを読む「花ごよみ」企画もあります。音訳初心
者大歓迎。地域は問いません。アナウンサー気分で新しい自分を発見しませんか。興味
ありましたら上記アメブロブログにアクセスください。どうぞよろしくおねがいします。

ボランティアサークル淀の会
https://ameblo.jp/yodonokai

TEL/090-3825-2395
〒537-0013 東淀川区豊里6-13-23 （担当：大塚）

本を読むのが好きな人　年会費：1,000円（ボランティア保険加入）人数・条件
申込方法 TEL・郵便・HP

東淀川区社会福祉協議会（東淀川区菅原4-4-37）
シティバス「東淀川区役所前」 徒歩１分　阪急「淡路」駅・「上新庄」駅 徒歩18分

場 所

活動は月３～４日（平日・2時間程度）　
定例会月1日（第3土曜・2時間程度・ミーティング・研修など）

日 程

⑤音訳ボランティア募集

問合せ▶

フィリピンには約25万人のこどもたちが路上生活をしています。彼らに住居、食事、
教育の機会を提供できるよう児童養護施設の運営資金を集めます。

認定NPO法人 ICAN 大阪事務所
http://www.ican.or.jp/

TEL/06-4256-5010
Eメール　haruka_inoue@ican.or.jp （担当：井上）　

どなたでも人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・Eメール　締切：12/7(土)　

トヨコウビル４F（北区豊崎３-１４-１６）
阪急「梅田」駅 茶屋町口出口 徒歩７分 JR「大阪」駅 徒歩10分

場 所

１２/７（土）13:15～17:00(部分参加可)日 程

①フィリピンの路上の子どもたちを応援する街頭募金ボランティア募集！

問合せ▶

障がいのある人の参加をサポートするスポーツを普及します。

一般社団法人 大阪ふうせんバレーボール普及会
http://www.balloonvolleyball.org

TEL/FAX 06-6815-3523
Eメール　ishkatsu@yahoo.co.jp （担当：石井）　

各回６人（先着順）　20才～75才まで　
※障がい者のスポーツに関心ある人

人数・条件

申込方法 FAX・Eメール・郵便　締切日：１２/７（土）

大阪市長居障がい者スポーツセンター（東住吉区長居公園１－３２）
地下鉄「長居」駅 徒歩３分　ＪＲ「長居」駅 徒歩５分

場 所

12/15（日） 9:30～10:30と10:30～11:30の2回日 程

②「バルーン（風船）バレーの指導員・養成講座」説明会

問合せ▶

外国にルーツを持つこどもへの日本語および教科学習支援を行っている
「こどもひろば」で、活動していただける人を募集しています。

公益財団法人 大阪国際交流センター
https://www.ih-osaka.or.jp/2019/07/31/kodomohiroba-vol/

TEL/06-6773-8182 (こどもひろば担当)

②のみ、高校入試レベルの英語・数学および日本語を教えることができる人。
やさしい日本語で英語・数学を教えることが求められます。（交通費あり）

人数・条件

申込方法 ＴＥＬ

大阪国際交流センター　会議室（天王寺区上本町８丁目２-６）
地下鉄「谷町九丁目」駅 10番出口 徒歩10分

場 所

①こどもひろば 毎週月曜日　(1)17：00～19：00　(2)18:40～20:45
 （祝日・学校休暇中の場合、時間変更有）
 ※(1)(2)通しての参加を歓迎します
②こどもひろば補習教室 毎週金曜日　17：00～21：00
  毎週木曜日　15：30～18：00
  （高校入試対策、8月～2月末の予定）

日 程

⑥「こどもひろば」日本語および教科学習支援ボランティア募集！

問合せ▶

乳幼児から小学生のこどもたちと遊び、向き合い見守るボランティアさんを募集し
ています。

団地の寺子屋『子育てサロン』
https://www.facebook.com/団地の寺子屋子育てサロン-431506593912794/

〒536-0025 城東区森之宮2-9-604
TEL/090-2103-5499　Eメール　matsui9@occn.zaq.ne.jp （担当：松井）　

5人（専門学生・大学生）人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・Eメール・郵便・来所　締切:12/20（金）

UR森之宮第二団地　第一集会所（城東区森之宮2丁目６－１）
地下鉄・JR「森ノ宮」駅 徒歩12分

場 所

毎週月・金曜日 16：00～18：00日 程

③子育てサロンボランティア募集
      （大阪市教育委員会教員採用試験加点対象事業）

092019.12 vol.242

『参加してみたい！』と思ったり、
内容について聞いてみたいことがあれば、
各団体まで直接『コンボを見て』とお問い合わせください。

イベント・講座・
セミナーなどの情報

その他、助成金
などの情報

ボランティア
募集などの情報

ボランティア募集、イベント・セミナー情報いっぱい！

I n f o rm a t i o n  M a r ke t

情報マーケット掲載団体に
問合せするのに便利なQRコード

気になる情報があれば、スマホで
下記QRコードをQRコードリーダー
で読み取る

1

掲載団体の情報一覧を
ダウンロード！！

2

問合せ先、
団体ホームページなどに
アクセスできます！

3

かけ



Ｖｏｉｃｅ
ここでは、過去に“情報マーケット”で掲載した団体の声をご紹介します！
団体名　認定ＮＰＯ法人
大阪被害支援アドボカシーセンター
Ｑ　どんな活動をしていますか？
Ａ　犯罪、事故などの被害に遭われた人、そのご家族、ご遺族への電話相談、面接相談や
付添いなどの支援活動を無料で行っています。１９９６年の活動開始以来の総支援回数は
２２，０００回以上に上ります。

Ｑ　「情報マーケット」に募集をかけるきっかけは？
Ａ　1人でも多くの参加をお待ちしています。ボランティアや社会問題に関心のある人
に、ぜひ関心を持っていただきたく掲載をお願いしています。
Ｑ　掲載された後、みなさんからの反響はいかがでしたか？
Ａ　養成講座の問い合わせがありました。最近はホームページで情報を探される人も多い
のですが、情報誌にホームページアドレスを掲載しているので、そこから繋がってこられ
る人も多いです。

⑩被害者支援シンポジウム２０１９を開催します！
「 条例ができた！どう変わる？どう変える？大阪の犯罪被害者支援」
土日祝に開催、単発的な活動、初心者OK

認定NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター
http://www.ovsac.jp/
パネリストに林良平さん、武るり子さんを迎え、本年施行された大阪府の「犯罪被害者等
支援条例」を踏まえ、これからの被害者支援について熱く語ります。
日程　１１／３０（土）　１４：００～１６：００
場所　大阪市立東成区民センター（東成区大今里３－２－１７）
地下鉄「今里」駅　１番出口徒歩３分　シティバス「地下鉄今里」バス停　徒歩４分
人数・条件　２００人　参加費：無料
申込方法　申込不要
問合せ▶ＴＥＬ／０６－６７７１－７６００　ＦＡＸ／０６－６７７１－７６５０
Eメール　ovsac@k8.dion.ne.jp（ 担当：木村）

⑪平野みんな食堂応援寄席
平日に開催、継続的な活動、初心者OK
平野みんな食堂ネットワーク
http://campwith.jp
平野区内のこども食堂を応援するための本格的な寄席です。
出演　桂坊枝　桂福丸
日程　１１／２９（金）１３：００～１５：００
場所　大念仏寺社会事業団・地下研修ホール（平野区平野上町１－７－３　大念仏寺境
内）
ＪＲ「平野」駅　徒歩５分
人数・条件　参加費：１，５００円（木戸銭）
収益は全額平野区内みんな食堂の活動資金に使わせて頂きます
※未就学児の入場は不可
申込方法　ＴＥＬ（大念仏寺の窓口にてチケットの取り扱いもしています）
問合せ▶ＴＥＬ／ＦＡＸ　０６－６６４８－８３８４
Ｅメール　minna@campwith.jp（ 担当：辻川）



問合せ▶

全国の団体が社会課題解決に取り組む活動のプレゼンテーションを行い
グランプリを目指す！グランプリはどの団体か！決定の瞬間をお見逃しなく！

特定非営利活動法人 大阪NPOセンター
http://www.osakanpo-center.com/

TEL/06-6223-3303　FAX/06-6223-3306
Eメール　info@osakanpo-center.com （担当：榮）　

１２０人　参加費：無料人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・FAX・ＨＰ　締切：12/20(金)

北浜フォーラム（中央区北浜１丁目８－１6）
地下鉄「北浜」駅 1B出口直結

場 所

12/21（土） 13：00～17：30日 程

⑯CSOフォーラムおおさか2019

問合せ▶

本年２０周年を迎えました。相談会やイベントを開催。今年も母と子のコンサートを
開催します。ピアノ、歌、踊り等サンタも来るよ。お越しください。

２１世紀（みらい）を
担う子供たちと共に成長するママの会with CHILDREN

TEL/FAX 06-6699-9506
Eメール　with99child05ren03@ybb.ne.jp （担当：能祖）　

100人(先着順)　参加費：１家族につき１００円人数・条件

申込方法 申込不要　

ランズホール（住吉区我孫子東２-５-２ランズあびこ１F）
地下鉄「あびこ」駅 １番出口 徒歩3分

場 所

12/8（日） 13:00～15:00日 程

⑫第21回母と子のコンサート

問合せ▶

人とのつながりが、いきいきと生きる最高の健康法！
人をつなぐ力をＵＰしたい人、認知症を予防したい人、楽しい時を過ごしたい人、
初心者参加OK!

特定非営利活動法人 ＩＬＤプロジェクト
http://projectild.jimdo.com/

TEL/090-7354-2760　FAX/06-6717-2967
Eメール　illd@crux.ocn.ne.jp （担当：加藤）　

20人（先着順）人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・FAX・Eメール

クレオ大阪中央館 3F 会議室（天王寺区上汐5-6-25）
地下鉄「四天王寺前夕陽丘」駅 徒歩3分

場 所

12/8（日）・2020年2/2（日） 14：00～16：00（受付 13:30～）日 程

⑰人をつなぐ力を活かそう！レクリエ－ション・スキルＵＰセミナ－

問合せ▶

大阪YWCA最大のイベント「クリスマスバザー」を12/7（土）に開催。
当日以外の準備ボランティアや2時間程度の短期ボランティアも募集します。

公益財団法人 大阪YWCA
http://osaka.ywca.or.jp

TEL/06-6361-0838　FAX/06-6361-2997
Eメール　info@osaka.ywca.or.jp （担当：川崎）　

入場券100円人数・条件

申込方法 申込不要

公益財団法人 大阪YWCA（北区神山町11-12）
地下鉄「扇町」駅・「中崎町」駅 徒歩5分　阪急「梅田」駅 徒歩10分

場 所

12/7（土）10:30～14:30日 程

⑬「大阪YWCAクリスマスバザー」に行こう！

問合せ▶

サンタクロースの格好で大阪城公園を走る（歩いてＯＫ！）チャリティイベントです。
参加費はクリスマスを病院で過ごすこども達にプレゼントを購入する費用になります。

大阪グレートサンタラン
https://www.santa-run.com/

TEL/06-6225-8933　FAX/06-6225-8955
Eメール　office@santa-run.com　

参加費：大人/3,000円　学生/2,000円　こども/1,000円（すべて税別）
サンタ衣装付（こどもはサンタ帽のみ）

人数・条件

申込方法 チケット購入（公式ＨＰまたは、ファミリーマート各店設置のFamiポート）

大阪城公園「太陽の広場」
JR「大阪城公園」駅 徒歩５分　地下鉄「大阪ビジネスパーク」駅 徒歩５分

場 所

12/8（日） 9：00～16：00（受付開始9：00）日 程

⑱サンタの格好で大阪城公園を楽しくチャリティラン

問合せ▶

誰もが集えるコミュニケーションの場。
なぜかわからないけどモヤモヤしている日頃感じていることや考えていることを、
おしゃべりしませんか？

kunこころの宮
http://kun-kokoronomiya.org/

TEL/06-6777-6156　FAX/06-6796-9099
Eメール　info@kun-kokoronomiya.org （担当：長原）　

どなたでも　参加費：500円人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・Eメール・ＨＰ

新谷町第一ビル306（中央区谷町7丁目2-2）
地下鉄「谷町6丁目」駅 3番出口 徒歩3分

場 所

毎月第4土曜日 13：00～16：00
※12月は12/21（第3土曜日）に変更します

日 程

⑭おしゃべりカフェ

問合せ▶

LGBT当事者の人が、性別が一致しない違和感や苦しさ、どうやって克服したかな
ど学校、仕事、病院などにテーマを分けて話します。

大阪市立男女共同参画センター西部館
http://www.creo-osaka.or.jp/west/

TEL/06-6460-7800　FAX/06-6460-9630 （担当：西村）

各回２０人（先着順）人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・FAX・ＨＰ・来所

クレオ大阪西・こども文化センター（此花区西九条６-１-２０）
ＪＲ・阪神「西九条」駅 徒歩５分　シティバス「西九条」下車 徒歩5分

場 所

2020年　①１/１８（土）　②２/９（日）　③２/２３（日）　④３/８（日）
14：00～16：00

日 程

⑲性別違和（性同一性障害）当事者の見えない心の叫び

問合せ▶

サロンでは区役所 バンド 向日葵さんの演奏にあわせ歌います。
サンタさんも登場します。

サロンひがしなり

TEL/090-3709-8377
Eメール　harumi.yanagi@gmail.com （担当：柳）　

どなたでも　参加費：100円（飲み物・おやつ代）人数・条件

申込方法 ＴＥＬ・Eメール　締切：前日の12/20（金）

東成区在宅サービスセンター3階（東成区大今里南3-11-2）
近鉄「今里」駅 徒歩3分　地下鉄「今里」駅 徒歩10分

場 所

12/21（土） 13：30～15：00日 程

⑮みんなで楽しもう クリスマス

112019.12 vol.242
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単発的な活動 継続的な活動 平日に開催 土日祝に開催 食事あり 交通費支給 初心者OK

問合せ▶

きもの着かた・着付け教室の体験会です。気軽にきものを着たい・着せた
いという人向けです。初心者大歓迎！手ぶらでお越しください。

国際和装文化実践協会

TEL/090-6202-9346
Eメール　beautyproduce.aura@gmail.com （担当：星川）　

５人（先着順）　参加費：無料人数・条件

申込方法 ＴＥＬ

グラントピア京橋503号室（都島区片町2-9-17）
京阪「京橋」駅 片町口 徒歩３分　JR「京橋」駅 北口 徒歩７分

場 所

毎週木・金曜日 13：30～15：00日 程

⑳きもの着かた体験会

問合せ▶

多様な障がいの特性や必要な配慮を理解し、障がいのある方が困っているときに、
日常生活の中でできる範囲で手助けを行う“あいサポーター”になる「あいサポート
研修」を開催します。

東住吉区社会福祉協議会
https://sawayaka-c.ne.jp

TEL/06-6622-6611　FAX/06-6622-8973
Eメール　sawayakac2@yahoo.co.jp　

５０人（先着順）　参加費：無料人数・条件
申込方法 ＴＥＬ・FAX・Eメール　締切：12/7(土)

大阪市立早川福祉会館 ４階ホール（東住吉区南田辺１-９-２８）
地下鉄「駒川中野」駅 徒歩10分　　
地下鉄「西田辺」駅 徒歩15分（シティバスへ乗継ぎ可）　JR「南田辺」駅 徒歩15分
シティバス「東住吉区役所前」 下車すぐ

場 所
12/14（土） 10：00～11：30日 程

○あいサポート研修 受講生募集

問合せ▶

スマホ・ゲーム・ギャンブル…やめたいのにやめられない。これって依存症？

港区社会福祉協議会
http:/www.minatoku-shakyo.com/

TEL/06-6575-1212　FAX/06-6575-1025
Eメール　himawari@minatoku-shakyo.com （担当：田中）　

どなたでも　参加費：無料人数・条件

申込方法 申込不要

港区民センター １階ホール（港区弁天2-1-5）
JR・地下鉄「弁天町」駅 徒歩7分

場 所

12/7（土） 14:00～16:30日 程

○聞いてみよう依存症のこと
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森村豊明会は、わが国の公益事業の先駆者の一つであることを自覚し、教育、学術、文化、福祉、
その他の公益事業を行うものに協賛、助成し、その発展に寄与する事を目的としております。

○2019年度 森村豊明会助成金 後期募集
公益財団法人森村豊明会
http://www.morimura-houmeikai.jp/ 

問合せ▶〒105-8502 東京都港区虎ノ門1-13-8  公益財団法人 森村豊明会　事務局
TEL/03-6268-8308　FAX/03-3501-7322
Eメール　zai_sec.06@morimura-houmeikai.jp

助成対象 ・学術及び科学技術の振興を目的とする事業
・文化及び芸術の振興を目的とする事業
・労働意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
・公衆衛生の向上を目的とする事業　　　
・児童または青少年の健全な育成を目的とする事業
・教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな
人間性を涵養することを目的とする事業 ※詳しくはHPを参照
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○子ども食堂などに学習機能を付与するための助成事業
一般財団法人中辻創智社
https://nakatsuji-ff.org/about/

問合せ▶Eメール　info@nakatsuji-ff.org

助成金額 １件につき５０万円、もしくは５０万円以下の任意の金額

助成対象 大阪府、京都府、滋賀県にある団体
※助成金の用途（支出計画）について、助成金の５０％以上を学習支援のための人件費（大
学生や大学院生等の若い世代）に充てることを必須とします。詳しくはHPを参照ください。

申請方法 所定の申請書（HPよりダウンロードしてください）に記入のうえ、会則と申
請書の２点をメールアドレスへ添付書類としてご提出ください。　　　　　
　締切：12/6(金)

福祉施設へのお手伝いとして、「経済的自立力」向上のため新規事業の立上げや生
産性向上に必要な設備や機器の購入の支援と障がいのある方々の福祉増進を目
的とした事業活動を支援する助成金事業を行っています。※詳しくはHP参照
（障がい者給料増額支援助成金も募集中です。詳しくはHPを参照）

○障がい者福祉助成金
公益財団法人 ヤマト福祉財団 
https://www.yamato-fukushi.jp/

問合せ▶〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル7階
公益財団法人ヤマト福祉財団　助成金事務局
TEL/03-3248-0691　FAX/03-3542-5165

助成対象 会議・講演会・研修・出版・啓発・調査・研究・スポーツ・文化の事業など

助成金額 総額1,000万円　1件あたり　最大100万円

申請方法 ホームページから申請書をダウンロードして、記入のうえ、企画書・スケ
ジュール・費用積算表（書式自由、A４用紙に限ります）を郵送ください。
締切：11/30(土)　※当日消印有効
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申請方法 申込書をHPからダウンロードのうえ必要事項を記入して、添付書類（HP参照）と共に当財団事務局宛に郵送してください。
助成金額 前期と後期で総額8,500万円を予定　締切：12/12(木)必着

12

※受付・掲載有無について、編集室からはご連絡しません。※申し込み＝掲載確定ではありません。
誌面に限りもあり、ご希望に添えない場合があります。※掲載された場合は、編集室から問い合わせや
申し込み状況などの反響についてお尋ねする場合があります。

天王寺区東高津町12-10　TEL/06-6765-4041　FAX/06-6765-5618　Eメール ocvac@osaka-sishakyo.jp (担当：阪井・縄・金沢)
申込先・問合せ先 大阪市ボランティア・市民活動センター ボランティア・市民活動情報誌「COMVO」編集室

※本誌の発行日は8月と1月を除く毎月15日です。募集締切は掲載希望号発行月の前々月末日とします。
（例：2020年2月15日発行号（3月号）に掲載希望の場合は12月末まで）おことわり

ボランティアの募集情報や、ボランティア・市民活動に関するイベント・セミナーの
告知情報を常時、お待ちしています。どしどしお寄せください。

専用フォームから情報をお寄せください。
https://ws.formzu.net/fgen/S35245908/申し込み方法

情報求む！情報求む！情報求む！

お
く
ば
っ
く
ん

2019.12 vol.242

各地に「こども食堂」や「こどもの居場所」が設置運営されていますが、このような場
に集うこども達のなかには、学習環境不足により基本的学力が不十分なために教
育の機会すら失っています。学校教育から取り残されないように「こども食堂」や「こ
どもの居場所」に学習支援機能を付与する意義は大きいと考えます。



(写真説明文)小学校での福祉教育を通して「コミュニケーション」の大切さを伝えてい
ます

連載リレーコラム
No.７
私たちの福祉教育 オンリーワン
武田 泰彦
プロフィール
社会福祉法人日本ライトハウスにソーシャルワーカーとして勤務。社会福祉士趣味
は競馬。

　地域で暮らす多様な人たちと出会い、一人ひとりの存在を大切にするために自分
がどう行動すれば良いかを考える福祉教育。これまで福祉教育に関わってきた人が
毎号1人登場します。
　「見えなくて困ることは？」、「どう手助けすればいいの？」等々、福祉教育で
おなじみの話題。アイマスク体験は定番中の定番メニューです。やっぱり、私たち
障がいのある人は、いつも理解されたり、支えられたりする側なんでしょうか。同
じ役割ばかり押し付けられるのはうんざり！みんな違っているのは当たり前で、お
そらく誰もが様々な「生きにくさ」を抱えているはずなのに……。福祉教育が目指
すのは、互いがその「違い」を分かち合えるようになることでは。
　どうしても疑似体験や当事者の語りは、ダイレクトに「障がい」をわからせよう
とします。「障がい者は○○な人たち」との固定化したイメージを焼き付けかねま
せん。ひょっとして、「障がい者」という特別な存在へと押しこめていないでしょ
うか？
　そんな違和感をきっかけに、教職員を対象とした『先生のための福祉教育講座』
がはじまりました。研修に参加した先生たちは、事前に「障がいの特性」や「介助
の方法」を一切説明されないまま、障がいのある人たちと交流のワークに取り組み
ます。最初は、どの参加者もぎこちない態度なんですが、遊びが進むにつれてあち
らこちらで笑い声やグループのつながりがみられるように。「コミュニケーショ
ン」が相互の理解を促進し、役割が交代していく体験は、対等な関係性への気づき
を働きかけます。
　コミュニケーションの力はすごい！趣味が競馬のわたし、馬ともコミュニケー
ションがとれたらなぁ・・・。

点訳版・拡大版　情報誌ＣＯＭＶＯのご案内
　情報誌ＣＯＭＶＯは、「ＮＰＯ法人ぽこ・あ・ぽこ」の点訳に協力いただき、大
阪市立中央図書館と、大阪市視覚障害者福祉協会に各１冊ずつ配架しております。
またＰＤＦ版ＣＯＭＶＯは音声読み取りが可能なデータになっています。ぜひご活
用ください。　また、ＮＰＯ法人ぽこ・あ・ぽこは、点訳部の他、個別宅や施設を
訪問してパソコンの使い方をサポートする訪問部、パソコンを使用して主に拡大教
科書を作成する拡大写本部など多様な事業を展開しています。そこで、今月から期
間限定で「拡大版ＣＯＭＶＯ」のサンプルを大阪市ボランティア・市民活動セン
ターに設置します。拡大版ＣＯＭＶＯについてご興味ありましたら当センターまで
お問い合わせください。
NPO法人　ぽこ・あ・ぽこ
http://pcvpoco.com/



大阪シティ信用金庫
社会貢献活動トピックス
「大阪クラシック」で街にあふれる音楽を
当金庫は、「大阪クラシック～街にあふれる音楽～」（９月８日～１４日開催）に協賛・協力し、９月８日（日）、本店２階大ホールを公演会場として無償提供しました。
　このイベントは、大阪のメインストリートである御堂筋および水都大阪を象徴する中之島界隈に、人の流れと賑わいを創出することを目的として、平成１８年から毎年開催されています。
　初日の当金庫での公演には、世界的指揮者の大植英次氏も応援に駆け付けていただき、約４５０名の観客が「大阪交響楽団」の演奏を楽しまれました。
　当金庫は今後も、地域文化や芸術活動の振興を支援することで、地域金融機関としてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に取り組むとともに、大阪の元気を応援してまいりま
す。

（写真説明文）満員となった本店２階大ホールでの公演

アンケートにご協力ください！

ＣＯＭＶＯではよりよい誌面づくりのため、読者の皆さんに毎回アンケートのご協力をお願いしています。あなたのご意見やご感想をお聞かせください。抽選で毎号５人に記念品をプレゼントします。
応募方法
①あなたの氏名、郵便番号、住所、性別、職業、年齢、電話番号、　本誌入手先、読者歴をお書きください。
②下記の１～６の質問の回答をお書きください。

１．あなたのボランティア活動歴を教えてください。
　　ア　なし　イ　１　年未満　ウ　１～４年　エ　５～９年　オ　１０年以上
２．活動歴のある人は活動内容を覚えている範囲で教えてください。
３．これまでに情報誌ＣＯＭＶＯを見て、ボランティア活動をしたことはありますか。
　　ア　ある　イ　なし　ウ　まだ迷っている（その理由も教えてください）
４．今月号で良かった記事は何ページですか？その理由も教えてください。
５．本誌で取り上げてほしいテーマや活動、団体、行事、イベントなどがあれば教えてください。
６．その他、ご意見、ご感想を記入ください。

①、②の必要事項をＦＡＸかハガキに記入のうえ、当センターまでお送りください。
※パソコン・スマホからも回答できます。
https://ws.formzu.net/dist/S38892286/

（宛先）
大阪市ボランティア・市民活動センター
「読者アンケート　情報誌ＣＯＭＶＯ２４２号係」まで

（住所は下記参照）
※締め切り　２０１９（令和元）年１２月１０日（消印有効）
※当選者の発表は記念品の発送をもってかえさえていただきます。
※お預かりした個人情報は、本誌の内容向上と、記念品送付の目的のみに使用します。また、募集したテーマについてご意見を誌面に掲載する場合がありますが、個人を特定される記載は行いません。

ボランティア・市民活動情報誌
「ＣＯＭＶＯ（コンボ)へ広告募集！
「普段着のわたし、ステキにいいこと」をコンセプトにしたボランティア・市民活動情報誌ＣＯＭＶＯ（コンボ)。
大阪のボランティア・市民活動情報が満載！市民が誰でも気軽で手に入れることができるフリーペーパーに貴社の広告を掲載しませんか。

■体裁・発行・部数
　Ｂ５判　１６頁（フルカラー）年１０回発行
■広告申し込み締切
　発行日の２ヶ月前（スペースに限りがありますので、お早めに申込ください）
■申込方法
　下記まで問合せください

赤枠が本文１/５ ページサイズと同じです

広告料金（税込）
掲載箇所スペース、料金(税込)、版下サイズ（mm）
表４　１ページ、２３４，０００円、２４０×１７０ 
表４　１／２、１２７，５００円、１１７×１７０
本文　１ページ、１５６，０００円、２５７×１８２ ２４０×１７０
本文　１／２ページ、８５，０００円、１１７×１７０
本文　１／５ページ、３８,０００円、４８×１６２
※原稿は原寸大の完全原稿（データ）で入稿ください。
それ以外は別途製版料が必要です。
※掲載ページの指定はできません。
※内容により掲載をお断りする場合があります。

企画・発行
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
大阪市ボランティア・市民活動センター
Osaka City Voluntary Action Center
所在地／〒543-0021大阪市天王寺区東高津町12-10大阪市立社会福祉センター1F
TEL/ 06-6765-4041　FAX/ 06-6765-5618
E-mail/ocvac@osaka-sishakyo.jp https://ocvac.osaka-sishakyo.jp/

●開館時間：午前9時30分～午後8時30分（月・水・金） 午前9時30分～午後5時（火・木・土）
●休館日：日・祝・国民の休日・年末年始
●発行日：2019年11月15日（8月と1月を除く毎月15日発行）
●発行部数：40,000部　●制作協力：商工印刷株式会社　●点訳協力：NPO法人ぽこ・あ・ぽこ
●本誌は大阪府共同募金会の助成をいただいています

「COMVO」主な設置・配布場所
ウェブサイトからもチェック可能！　http://comvo.lekumo.biz
Osaka Metro（オオサカメトロ）（新大阪・淀屋橋・本町・なんば・天王寺・なかもず・大日・太子橋今市・天神橋筋六丁目・東梅田・天満橋・谷町九丁目・喜連瓜破・住之江公園・大阪港・堺筋本町・野田阪神・
日本橋・天下茶屋・大正・蒲生四丁目・ポートタウン東　各駅）、阪神電車（梅田駅）、大阪市サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）、各区在宅サービスセンター（区社協）、大阪市役所・区役所、区民セン
ター、クレオ大阪、大阪市内の各区図書館、大阪市立総合生涯学習センター・市民学習センター各館、大阪市商店会総連盟加盟商店街、大阪シティ信用金庫府内の店舗など
●スタッフブログ　http://ocvic.blogspot.jp
twitter　http://twitter.com/ocvic1998
Facebookページ　https://www.facebook.com/ocvac



森と人間、
どちらも元気にする方法が見つかった。
インドネシア亜熱帯雨林再生プロジェクト、地元住民が生活のために伐採した森林の再
生のためには、まず彼らの暮らしを支える経済貢献が必要でした。また、植林が進んだ
後は、再生した森がまた伐採されないよう、地元小学校への啓発と支援も進めました。
木を植える。そのシンプルな環境貢献のために一番必要になったのは、地元で暮らす
人々との対話でした。森がよみがえり、人に笑顔が戻る。私たちの環境問題への取り組
みは「対話」からはじまります。

インドネシア　パリヤン第二小学校

対話するエコ。
立ちとどまらない保険。
MS&AD 三井住友海上

三倉茉奈
三倉佳奈
この街と、この街で頑張るあなたを応援します。
信頼で地域とつながる
大阪シティ信用金庫
本店　〒541-0041　大阪市中央区北浜２－５－４
TEL(06)6201-2881(代表)



 


