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化 ・ 複雑化しています。 そのような中での地域住民の

地域での自主的なまちづくり活動は、本市の強みとなっ
ています。 この 「協働」 の一翼を担う市民公益活動

NPO 法人市民ネットすいたが設立 10 周年を迎え
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理事長 長谷川 美津代

団体を長きにわたり支援され続けてきた貴法人の存在
意義は、 今後ますます大きなものとなっていかれるこ
とと御期待申し上げます。
結びにあたりまして、 貴法人の今後益々の御活躍と
皆様方の御健勝を祈念いたしまして、 お祝いの言葉と
いたします。
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■設立総会を開催（4月）

■復興支援すいた市民会議に参加

■NPO 法人の認証を受ける（9月）
■コミュニティ・デザイナーの山崎亮氏を講師
に迎え、設立記念フォーラムを開催（12月）

■シビックテックコミュニティ
「Code for SUITA」を発足（9月～）
■「吹田まつり実行委員会」から、「吹田まつり」
に対する市民の意識調査を受託。
（2017～18年度）

■吹田市 市民公益活動人材育成講座
「わたしにもつくれる！NPO」を受託（1～ 2月）
■吹田市立市民公益活動センター
指定管理者に選定（2012～16年度）
「栄えるカフェ IN 吹田」では
交流の場として月 1 回「コミ
亭居酒屋」を開催。コロナ禍
ではオンラインで継続し、全
国から参加者が集まっている。

（仮称）市民公益活動拠点施
設運営準備会に参加していた
メンバーが中心となり 2010
年 10 月から発起人会を開催。

■「北摂 NPO・SB 支援のための緊急補助金
プロジェクト」を発足（5月～）

■「ファミリーマート吹田栄通り商店会店」提携し、
イートインスペースを活用した
「栄えるカフェ IN 吹田」
を運営開始（11月～）

北摂 6 市の中間支援組織が集
まりコロナ禍における団体支
援の取り組みとして発足。約
200 万円の寄付を集めた。

■地域資源を活用した
市民参加型の学びの場
「キタオオサカ大学」を
コーディネート（2016～20年度）
■吹田市立市民公益活動センター
指定管理者に選定（2017 ～ 21年度）

■吹田市立市民
公益活動センター
指定管理者に選定
（2021～26年度）

■「吹田市制施行 80 周年プロジェクト会議」
に参加（～2020年度）

わたしたちは市民参加と協働のまちづくりを実現します。そのために、次の２点を軸に新たなステージに踏み込みます。
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中間支援団体としての専門性と経験を積極的に活用して、
市民社会実現のためのプラットフォームの提供と資源仲
介を行い、まちづくり事業を積極的に展開していきます。
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北摂の中間支援団体のつながりをもとに、地域を支えるチカラとな
る「課題解決ネットワークの構築」と「中間支援を担う人材育成」
を協働する自治体の枠を超えた中間支援モデルを展開していきます。

10 年経ちましたね！おめでとうございます。

10周年おめでとうございます。当初は連日夜 9時
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長してきた大切な存在です。これからもパワ

共に活力ある地域共生社会の実現に向けて、
のますますのご発展をお祈りしています！
社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会
事務局長 広田 倫久

頃まで討議を重ね、私はソフト部会に関わった

と光栄でした。ますますのご発展を祈ります。

援組織の仲間として 10 年以上前から協働し成
フルな活動を大いに期待しています。

発起人会 メンバー（元理事）

特定非営利活動法人市民活動フォーラムみのお

佐藤 和男

理事長 須貝 昭子

発起人会にお声掛けをいただいてもうそん
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なに年月が…。ラコルタの運営をされるよう
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促進に今何が必要なのか常に考え、全力で取り
のご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

発起人会 メンバー（元理事）

元 吹田市まち産業活性部地域自治推進室 主幹

増田 左知子

伊藤 悦史

NPO 団体の活動スペース運営にご協力いただ
として期待しております。

有限会社 清水屋
代表取締役 清水 慎一郎
社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会
事務局長 広田 倫久

