市民公益活動センターがオープンしました！
■ハード（
ハード（入れ物）は出来上がりました
出来上がりました！
がりました！
阪急南千里駅前の立地のよい場所に、立派な
吹田市立市民公益活動センターが出来上がりま
した。ゆったりと広くカラフルなソファの交流
サロンや、活動紹介のリーフレット、イベント
紹介のチラシが置かれたラックが整然とならん
だ市民活動スペース。
本箱には、NPO やボランティア活動をしてい
る者にとって、手にしたくなるような表題の書
籍も設置。さあ、ハードは仕上がりました。

■活気ある
活気ある市民公益活動
ある市民公益活動交歓
市民公益活動交歓の
交歓の場にしたい
３つの会議室の稼働率だけでなく、交流スペ

9 月 3 日たくさんの来場者にあいさつする長谷川理事長

ースの利用度、相談窓口での応対、新しい情報

奥にある事務所で、職員がパソコンに向かって

の収集とその質や量が問われます。興味関心を

いて、何か入りにくい雰囲気だとか、看板や案内

惹く企画講座を打ち出して新しい人脈を開拓し

が少なくて、何をしているところかが分かりにくいと

たり、すでに活動している人にどうアプローチ

のお声も頂きました。

してセンターを活用してもらえるか。
どんどん人が集まり、一人でも多くの方が市

早速センター職員が手作りの案内板と導入テー
ブルを置き、入りやすい雰囲気になりました。

民公益活動に興味を持ち、一歩でも活動する市

ＣＮＳの役員・センター職員は、ＣＮＳ会員はもち

民が増えて繋がり、まちが元気に住みやすくな

ろん多くの市民・市民活動団体の皆様と協働して、

ればセンターの存在価値は高められます。

このセンターが市民公益活動の拠点として力強く

■「やあ！」「
やあ！」「ようこそ
！」「ようこそ・・・
ようこそ・・・」
・・・」ではじめましょう！
ではじめましょう！

発展するように努力したいと考えています。

「市民公益活動」と言う言葉にさえなじみ
の薄い多くの市民にとって、このセンターはま
だまだ遠い存在です。人が来てくれるのを待つ
のでなく、自らが飛び出していけるフットワー
クの軽さも必要です。建物の構造上どうしても

入口近くの
導入テーブルと
手作り案内板

どうぞみなさん、まず、千里ニュータウンプラザ
6 階の、市民公益活動センターにお越しください。

市 民・
会員の
会員の声

NPO 法人市民ネット
法人市民ネットすいた
ネットすいた および
市民公益活動センター
市民公益活動センターに
センターに期待すること
期待すること

みなさま南千里６階市民公益活動センターへ
ご来館頂きましたでしょうか？
ぜひご来館の上ご感想をお聞かせください。
今号では、何人かの会員の方々に市民ネット
すいた（略称 ＣＮＳ）や、開館２カ月の市民公益
活動センターへの感想や期待することなど、率
直なご意見をお聴きしました。
（取材にご協力いただいた皆様の生の声を反映
するため、敢えてお名前を掲載しませんでした）

駅から直接
から直接入口
直接入口に
入口に入れてすばらしい
れてすばらしい

有難いですね。でも、お茶や喫茶が欲しいですね。

Ａ.千里ニュータウン建設当初 50 年前からの

エレベーター裏に飲物の自動販売機があります

駅東側にあったホールや、会議室等は低層で

ね。交流サロンが駄目ならどこで飲むのですか？

使いやすかったのでよく利用しました。今回

お弁当も食べられるようにして欲しい。午前午後

完成したプラザビルについては、まだ市民公

の慌ただしい活動の途中に、手軽に食事が出来る

益活動センター内覧会の第 1 回テーマカフェ

ようにしてもらいたいです。

に参加しただけで、他のフロアを見ていない
ので、感想というところまでいきませんが、
阪急南千里駅からすぐ２階に入れて、便利で、

相談コーナーは、認定のこと等でこれから利用
したいと思っています。
会議室は、階によって無料の所と有料の所があ

すばらしいですね。先に山田駅前の水道局「山

って、ボランティア活動ではどうしても無料の方

水荘」跡にできた青少年施設「夢未来館」に

を利用します。ごめんなさいね。でも、公民館は

ついては設計段階からいろいろ市民として関

地元優先で、いろいろ制約があるようです。

係させていただいて、最初は青少年優先とか

印刷室の
印刷室の作業台を
作業台を広くしてほしい
くしてほしい！
しい！

戸惑ったこともありましたが、少し経ってく

Ｃ.印刷室の作業スペースがちょっと狭い。印刷し

ると、昼間子どもたちは学校で空いているな

て、たたんで組み合わせて封筒に入れて発送準備

ど、慣れてきましたね。南千里のプラザビル

などするのに、作業台を、もう少し広くして使い

はそれに比べてコンディションがすばらし

やすくして欲しい。

い。
「いい施設ができたな！」という感想です。

交流サロン
交流サロン、
サロン、印刷室
印刷室など毎日
など毎日開
毎日開けて欲
けて欲しい

それに今回の建物は、地域の公民館だけでな

Ｂ .オープンフロアや印刷室は休みなしにして欲し

く、吹田全体の市民施設という意味合いが強

い。月曜日休みなの？それは困る。いつでも利用出

いですよね。客としてではなく、お手伝い出

来るようにして欲しいな。市民から見て市民公益活

来ることがあればいつでも言ってください。

動センターが閉ま っ ていると困るし淋しいです

お茶や弁当を
弁当を食べられるようにして！
れるようにして！

よね。お隣の国際交流協会は土、日が休みでしょ。

Ｂ .市民公益活動センターのオープンフロア

Ｃ .駐車場が不便ですね。１０分待ってくださいと

交流サロンですか、これがとてもいい。ちょ

か。システムが良くないのでは？駐車料も高いし、

っと打合せや会議をするのに、とても良くて

それに、何故あんな設計にしたのか、トイレが迷路

みたい。案内板も不親切でわかりにくい。不便ですね。それに
エレベーターもスピードが遅くて待たされますね。

市民公益活動センター
市民公益活動センター貸出
センター貸出施設
貸出施設
第２・第３会議室（間仕切りできる）

Ｂ.画廊はいいですね。２週間ごとに入れ替えているのです
か、何時も新鮮で、いろんな作品が見られて楽しいですね。

会議室申し
議室申し込み、利用方法
利用方法の
方法の効率化を
効率化を！
Ｄ.8 月末まで、北千里の施設は、電話 1 本で、無料で会議室
の申込みが出来ましたが、新しい所なりの方法でいいと思い
ますけれども、申込む側受付側双方に効率的な受付方法にし
て欲しい。新幹線の座席予約のような電磁的方法が理想で

←第１会議室

す。また、月２回ですが、午後第２・第３会議室を合わせて
使う場合、会議室のレイアウト変更と 60 名の参加者を待た
せないため、12 時 10 分から入れるようにして欲しい。

建物全体の
建物全体の責任部署の
責任部署の一元化を
一元化を！
次に大きな問題、階毎に、何故市担当部署が変わるのか？
来会者が階段等で怪我でもした場合や、防災面の緊急事態の
とき、どこに聞けばよいのか？60 名の高齢者団体で活動し

メールボックス

ているので、私たちは先ず危険防止のことを考えます。

如何にして
如何にして市民活動
にして市民活動が
市民活動が時代を
時代を先取りして
先取りして行
りして行くか？
くか？
話は変わって、立ち上がって早々の情況で、市民ネットが
頑張っているのは解りますが、市民活動の未来的なこと、10
年先の方向性を考えていかないといけません。60 名前後の
会員数も少ないですが、早く役員会員相互の特性、専門分野
を把握して、如何に活用していくかが、吹田の市民活動の将
来にかかっていると思います。会費の使われ方も、どういう

コピー機、印刷機

風になっているか、内訳を具体的に結果で示すことが大事で
す。会員は活かして使われて充実感がある。興味・協力を沸
き立たせるような活動を期待します。文化活動、社会福祉、
環境問題、まちづくり・・・などチーフを決めて、ボランテ
ィア団体に行事を担当してもらう方法も良いのではないで
しょうか。まず、ＣＮＳで議論し合って、自分たちは何を望
んでいるか、共通のビジョン達成のための企画を、多面的に
実現して行って欲しいと思います。

皆様本当にお忙しい

貸し倉庫

貸しロッカー

中、熱意を込めた温かく
率直なご意見、有難うご
ざいました。市民ネット
すいた、市民公益活動
センターともに前向きに
取組んでまいります。
会議室利用者に挨拶する柳瀬センター長

（編集部）

貸し事務ブース

市立市民公益活動センター
市立市民公益活動センター開館
センター開館
オープン記念内覧会
オープン
記念内覧会

センター画廊あんない

9 月 3 日千里ニュータウンプラザ全館開館と同時に

市民公益活動センターの壁面に、市民の

市民公益活動センターでは、内覧会を開催し市民公益

魅力的な作品を２週間ごとに展示していま

活動団体の協力による楽しい音楽演奏、テーマカフェ

す。ご来場のみなさまごゆっくりご観覧く

などの催しや、市民公益活動団体紹介パネルやセンタ

ださい。また、展示ご希望の団体は受付ま

ー画廊の絵画展示、センター職員による施設設備案内

でお問合せください。

を行い、２００人以上の来会者を迎えて市民の新施設

★８月２９日
２９日～９月２９日
２９日
バケッタマジーカ らくがきクラブ
らくがきクラブ 絵画展示

への関心の高さと熱意を示す活気で賑わいました。
☆ オープニングイベント
演奏会

大正琴アンサンブルグループ
大正琴アンサンブルグループＢｉｏ
アンサンブルグループＢｉｏ !
トーンチャイム 「トーンドロップス
トーンドロップス」

催し

テーマ型
テーマ型カフェ 分野別交流会
この指
この指とまれ

絵画展示 「バケッタマジーカ らくがきクラブ
らくがきクラブ」
クラブ」
貸しロッカー・
ロッカー・メールボックス・
メールボックス・物品棚 説明会開催

★１０月
１０月３日～１７日
１７日
高齢者大学同窓会写真部 写真展示

９月 26 日貸し施設利用団体１６団体に呼びかけ、（１２団
体参加）利用者説明会を開催しました。
メールボックスで外部からの郵便を受ける場合は「市
民公益活動センター気付」と明記する、物品棚やロッカ
ーの上には、落下などの危険があるので物を置かない等、
利用者の熱心な討議も交えた説明会を行いました。
出席団体：

吹田地学会、
吹田地学会、模型と
模型と画像で
画像で歴史を
歴史を語る会、

ドリームネット、
ドリームネット、こども囲碁
こども囲碁クラブ
囲碁クラブ、
クラブ、福祉ネットワーク
福祉ネットワーク
虹、なでしこ会
、高齢者大学校
なでしこ会、福祉ボランティア
福祉ボランティア「
ボランティア「茲」
、高齢者大学校
同窓会吹田、
同窓会吹田、ＳＡ吹田
ＳＡ吹田、
吹田、ピーチクラブ、
ピーチクラブ、NPO 法人タケミ
法人タケミ、
タケミ、
NPO 法人市民ネット
法人市民ネットすいた
ネットすいた

また、市民公益活動センターでは、これからも、市民公益
活動団体や市民の協力を得ながら、要望に適った意欲的
な催しを随時開催する計画で、順次準備を進めていること
を説明致しました。
編集後記・スポーツ、文化、芸術、読書、食欲・・・の秋の
編集後記
余韻を残しながら、日ごと肌寒い朝夕になってきました。
皆様それぞれの分野でご活躍のことと存じます。・今号は
市民公益活動センター開設記念号としました。・ＣＮＳニュ
ースと並行して、広く団体、市民の皆様には、新たに吹田
市立市民公益活動センターが「市民公益活動センターニ
ュース」を発行します。愛称を募集していますので、ご応
募ください。詳細はセンター０６－６１５５－３１６７まで
・次号ＣＮＳニュースは 2013 年 1 月発行の予定です。

★１０月
１０月１８日
１８日～３１日
３１日
ウッドバーニング作品展
ウッドバーニング作品展

