
No. 分　類 団　　体　　名 事　　業　　名 事　業　概　要

1 安全・安心 香芝くらしの安全安心サポーター会
香芝市民が安全安心な消費生活をする為の啓
発活動とサポート

１．市内の自治会や老人会の食事会及びその他の会合等で消費生活出前講座の開催
２．ふたかみ文化センター、総合福祉センター、エコール真美、ジャンボスクエア等の各ロビ－で消費生活啓発
パネルの展示
３．市内のJRや近鉄の各駅前等で消費生活啓発のチラシ等の配布
４．県消費生活センター発行の消費生活啓発資料等の配布
５．他市町村のサポーター会や生協関係等消費生活支援活動をしている団体等と交流し、互いに支援や情報
の交換を図る

2 健康・福祉 香芝市身体障害者福祉協会 障がい者社会参加、交流事業

　私たち障がい者は様々な障がいにより、バス、電車などの公共交通機関や自家用車で外出したいと思ったと
き、歩行が困難であったり、介添えがなければ外出できず、これらの交通機関を使って気軽に出かけることが
難しい状況があります。
　市内の障がい者への外出の機会を提供することにより障がい者の社会参加と交流を促進し、障がいの有無
に関わらず、市民一人ひとりが生きがいと安心を持って生活できる地域社会づくりのために、以下の『障がい者
社会参加、交流事業』を実施します。

１．社会参加事業
　障がい者の社会参加と交流を目的に、社会見学を実施する。車いすを利用する障がい者のために、リフト付
きバスを使用するなど障がい者が参加しやすい環境を確保する。
２．歩こう会
　障がい者の健康づくりと交流を目的に、近郊地の公園等においての散策を実施する。
３．もちつき大会
　障がい者の社会参加と市民との交流を目的に総合福祉センターロビーにて、もちつき大会を実施する。

3 健康・福祉 香芝市すみれ会 地域女性団体活動事業

●環境学習（リサイクル）研修会
　牛乳パックを利用してモノづくり（イス）

●健康作り学習会
　（健康体操、健康講習会）
　体の健康を考え、体力作りをする。
　健康体操は年３回する。（７月、１０月、１２月）
　第１回、７月はリズムに合わせて体を動かす。

●特別養護老人ホーム慰問（大和園白鳳）
　会員が踊りや歌、フラダンスなどを披露する。
　慰問日が近づいてきたら、３～４回、練習の日を決めて練習する。

平成２６年度　香芝市まちづくり提案活動支援事業　事業一覧
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4 健康・福祉 香芝市母子寡婦福祉会
一人親世帯生活応援事業～学習支援と支え合
い～

■総会・お楽しみ交流会
　子ども連れで参加できる行事を企画することで日頃より接点の少ない当事者や地域福祉関係者達との出会
いのきっかけを作るよう、総会の後に交流会を実施する形にしている。交流会では、昼食を食べた後に関屋保
育園の職員による絵本シアターや人形劇を鑑賞し、ビンゴゲームを行う。４月２７日（日）開催。

■うどん作り
　６月１５日（日）に開催する。ボランティア「うりぼうクラブ」の皆様の協力を得て開催する。家庭においても子ど
も達が料理をできるようになり、家族としての役割を果たすことができるようになることを目的としている。

■夏休み習字教室・勉強応援会
　８月２３日（土）の午前中、低学年の子は貯金箱を作り、高学年の子は習字を習う。午後は勉強会を開催し、
夏休みの宿題で分からない所などを見てもらう。ボランティア「うりぼうクラブ」の皆さま、教員や学生の皆様の
協力を得た中での開催となる。

■インスタントラーメン発明記念館
　１０月に開催する。民生委員やボランティアの参加を得て、伊丹空港の見学と、インスタントラーメン発明記念
館でのラーメン作りを体験する。民生委員やボランティアの方とのつながりを作ることを目的としている。みんな
で和気あいあいと楽しみ、日頃の心配事なども相談できるよう、この事業を開催する。

■進学お祝い会
　小学校・中学校・高校に進学するお子さんに、進学のお祝い品を贈呈し、進学を祝う。レクリエーションも行
い、ボランティアや民生委員の皆様と交流する。

※昼食代や入場料は実費で負担する。

5 健康・福祉 香芝市レクリエーション協会 香芝市レクリエーション協会活動事業

　市民の余暇生活を開発し充実させるため、レクリエーションの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達と
明るく豊かな生活の形成に資することを目的に活動している。
　１７団体、会員４１７名が毎週１回、主体的・独自性をもってレクリエーションの普及振興に活動している。

９月　ペタンク大会
　老若男女誰もが楽しめるペタンクを通して、参加者の親睦を図り、生涯スポーツの啓発を図る。
１１月　クラブフェスティバル（子どもフェスティバル）
　平素の活動の成果を発表し、啓発を図る。
３月　クラブ体験入会デー
　一般市民に公開し、一緒に体を動かしクラブ体験していただき、入会を促す。

6 健康・福祉
特定非営利活動法人　かしば手をつ
なぐ育成会

特別支援児童レスパイトサービス

■事業の目的
　香芝市内在住の小学校特別支援学級在籍者と香芝市内在住の特別支援学校在籍者を一時的に預り、家族
の負担を軽くすること。
■実施日時
・月１回　第３土曜日　１０時～１５時３０分（７月、９月～３月）
・夏休み　火曜日　１０時～１５時３０分（８月・３回）
■実施場所
香芝市総合福祉センター　多目的室及び水浴訓練室
■事業の概要
・１回の預り児童数は約５～１０名とし、多目的室での自由遊び（ボールプール、ストラックアウト、輪投げ、ボー
リング、ブロック、お絵かきなど）と水浴訓練室でのプール遊びを行う。
・昼食は多目的室でお弁当を食べる。
・全ての活動は、児童の安全を第一に考え、育成会員とボランティアの援助・見守りのもと行う。



No. 分　類 団　　体　　名 事　　業　　名 事　業　概　要

平成２６年度　香芝市まちづくり提案活動支援事業　事業一覧

7 子育て・教育 かしば女性会議

男女共同参画社会の推進～男女共同参画社
会実現を目指して～
（行政提案型テーマ：男女共同参画社会の推
進事業）

　「香芝市男女共同参画プラン」を生活に密着した視点で見直し、市民に啓発すると共に、特に香芝市男女共
同参画推進登録団体及び市内各種団体とのネットワークを再構築するための、ネットの結び目の一つになるこ
とが急務であると考える。
　事業の形態としては、市民向けに「学ぼう　気付こう　動きだそう」を呼びかけての「男女共同参画推進イベン
ト」を開催する。
<イベントの企画>
オープニング：啓発ペープサート（かしば女性会議会員による）
パネルディスカッション：「暮らしの中で見えかくれするジェンダー」
　　　コーディネーター…有識者
　　　パネラー（３人程度）…ワークライフバランス、地域・家庭・子育て・介護などから

○イベント開催に向けて会員意識の再構築を図るための事前学習を実施する。
○イベントの成果を記録に残すことで事後の啓発活動の指針にする。

8 子育て・教育
グリムプロジェクト実行委員会 in 大
阪樟蔭女子大学

グリムプロジェクト～絵本を通した地域の子育
てサポート事業～
（行政提案型テーマ：絵本を活用した子育て支
援事業）

（グリムプロジェクトの活動について）
　近年、核家族化の進行、地域コミュニティーの希薄化、父親の長時間労働などの原因により、母親の育児不
安が深刻な問題となっていると言われています。私たちは絵本を通した地域の子育てサポートを行政及び市民
の方々とともに考え実践することで、地域の子育て支援力の向上を目的に活動してきました。毎月開館してい
る「グリム絵本館」では季節ごとに絵本展示や読み聞かせ、次世代育成支援・父親支援などをテーマにしたイ
ベントを実施し、毎回たくさんの親子にお越しいただいています。本活動の報告は随時ホームページで公開して
います。

（提案事業について）
　今回提案させていただく事業は、香芝市子育て支援センターでの絵本館活動の他、「絵本と子育て」をテーマ
にした新しいイベント『絵本フェスタin香芝』の開催です。
■事業計画①：グリム絵本館活動（実行委員会主体運営月）
・日程：４・５月、１２・１・２月の第３土曜日　１３時～１６時
・対象：香芝市民
・活動場所：香芝市子育て支援センター
・参加費：無料
■事業計画②：絵本フェスタin香芝
・日程：１１月の第３土曜日　１３時～１６時３０分（予定）
・対象：香芝市民
・活動場所：香芝市総合福祉センター
・参加費：無料
・プログラム（予定）：A.グリム絵本館～親子で絵本を楽しもう！～（対象：親子）
　　　　　　　　　　　　　　B.子育て講演会（対象：保護者）
　　　　　　　　　　　　　　C.絵本作家講演会（対象：親子）

9 子育て・教育 非営利活動法人グリーンピープル

第３回香芝検定・スクール検定・香芝検定
ウォーク＆親子検定事業
（行政提案型テーマ：香芝の文化や歴史を学び
郷土愛を育む事業）

　第３回香芝検定事業を実施する中で、市民が広く香芝を深く知ることにより、香芝への愛着を深め、故郷を愛
する心を育んでいきます。
　また、歴史を縦軸として広く現状を知り、分析し、他と比較してどうすればよりよくなるのかを皆さんと考える手
段の一つとして香芝検定を位置づけることができます。
　フィールドワークとしての香芝検定ウォーク、下田小学校・五位堂小学校において親子検定と２中学校にてス
クール検定を実施します。
　今後も香芝検定関連事業を通して香芝の文化の一翼を担い、地域の活性化、発展に少しでも貢献できるよう
に市民の手で香芝検定を育てていただきたいと思います。
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10 子育て・教育 香芝市子ども会育成連絡協議会
自然観測・研究体験バスツアー（琵琶湖博物
館）

　琵琶湖博物館と水生植物公園みずの森を訪ねて、水生植物・水生動物と人、水と人との関わりを学ぶ。
　ディスカバリールームの触れられる展示物を通じ、琵琶湖とその周辺の自然や人の暮らしに触れ、自然の大
切さや水の大切さを学習する。
　また、今日まで続いている琵琶湖と人間の関わりの歴史を海底遺跡、湖上交通や漁労の様子及び治水、利
水への取組などを理解する展示室の見学を行う。
　市子連加盟の会員から２０名と一般応募の小学生を対象に２０名（予定）、計４０名を募集する。

11 子育て・教育 別所子供会 別所子供会　夏の遠足

<目的>
　学校行事ではなく、地域の子ども達、高学年、低学年、幼児、様々な年代が一緒に行動し、学んだりすること
で、子供同士の絆が深まり、また、上の子は下の子を助け、下の子は上の子と行動することで、その中でこそ
子供同士のつながりを見出し、楽しむ。そんな心の中を育てられる時間を作ってあげたいと思い、提案しまし
た。
<参加費>
子ども会員は無し。子ども会員以外は全て実費
<対象とする市民>
別所子供会会員及び別所に住む子ども会員以外の子ども（幼・小）
<実施体制>
別所子供会役員、PTA役員
<内容>
・バス移動（集団行動することで規則を守り、子ども同士が面倒を見ることを学ぶ）
・海上プロムナード（つり橋から見る海の風景やつり橋のことを学ぶ）
・昼食タイム
・吹き戻しの里（昔ながらのおもちゃを自分で作る、大人も子どもも楽しめるクラフト体験）
・淡路花さじき（風景とお花を見てゆっくり楽しむ）

12 子育て・教育
ボーイスカウト奈良県連盟葛城地区
香芝第１団

第３回　香芝スカウト祭

　香芝西中学校のグラウンドを借用し、ボーイスカウト香芝第１団、第２団合同でスカウト活動を市民にアピー
ル。スカウト活動を通じて、青少年の健全育成を行っていることを理解してもらう。
　具体的な展開内容を以下に示す。
◎ボルダリング（壁のぼり）コーナー
◎火起こし/テント生活体験コーナー
◎モンキーブリッジ体験コーナー
◎ステージプログラム（外部団体参加）
　・大阪芸大パフォーマンスドール
　・香芝西中学校吹奏楽部
　・ボーイスカウト演技
◎手作りパン、焼きマシュマロ作り体験
◎模擬店

13 子育て・教育 朗読劇グループ　遊夢 朗読劇公演

・朗読劇という手法を通じて、地域の人達との交流を深めるとともに、子ども達を物語の世界にいざない、健全
な発達・育成の一助となることを図る。
・年２回（９月・３月）香芝市ふたかみ文化センター小ホールにて「日曜日・親子で物語を」の定期公演を行って
いる。（午前・午後の２回公演、無料、整理券が必要）
・公演の案内は、広報かしばお知らせ版に掲載する他、ふたかみ文化センター図書館、中央公民館等に配布し
ている。
・図書館主催の大人のための「朗読劇を楽しむ」催しや、幼稚園・保育所等での出張公演を積極的に行う。
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14 産業・文化・連携
香芝市国際交流市民の会（グローバ
ル香芝）

国際理解事業、国際交流事業、外国人在住者
支援事業

●国際理解事業
１．国際理解セミナーは年に２回か３回、ふたかみ文化センターの会議室棟で開催、参加費は無料、市との共
催で、国際理解を深めるために実施。
２．国際料理教室は、留学生や外国人を講師に招き、外国の家庭料理等の作り方や文化・習慣等を教えてい
ただく。
●国際交流事業
１．スポーツ交流会は、大阪教育大学と白鳳女子短期大学の留学生と、グローバル香芝の会員、市民が、白鳳
女子短期大学の体育館等でスポーツやゲームをし、留学生と交流。
２．ホストファミリー交流会は市と共催、市総合福祉センターで集会後、留学生を自宅に招待し交流。
３．ふれあいフェスタは、バンブーダンスや英語ゲームを楽しんでもらい、世界のコーヒーで交流の場を提供。
４．日本文化を楽しむ集いは、ふたかみ文化センターで、大阪教育大学や白鳳女子短期大学の留学生に、お
茶・お琴・振袖や袴の着物を着て楽しんでもらい、俳句作りにチャレンジ。
５．２０周年記念事業は、グローバル香芝設立２０周年を記念して、市内在住の外国人や留学生と小・中学生
等がスポーツや遊び等で交流し、記念講演を開催。
●外国人在住者支援事業
１．広報かしばお知らせ版の英語・ひらがな、中国語、スペイン語訳版を、１月と８月を除く、年間１０ヶ月発行
し、市役所のホームページからもリンクし、市内に在住する外国人等の利用に供している。
２．日本語学習支援は、大阪教育大学と白鳳女子短期大学の留学生と、外国人在住者の日本語学習支援希
望者を対象に、会員が無償で教えています。
３．日本語勉強会は年に３回、留学生や市在住の外国人に日本語を教えるための知識を得るため開催。受講
テキスト費５００円。

15 産業・文化・連携
特定非営利法人　平和のための香芝
戦争展

第１３回　平和のための香芝戦争展

　核兵器や戦争の惨禍、悲劇の現実を講演、遺品やパネル展示、映像を通じ市民とりわけ子ども達に知らせ、
平和の尊さを訴える。
１．平成２６年７月２６日（土）午前９時から午後５時
　　　　　　　　　７月２７日（日）午前９時から午後４時
　　ふたかみ文化センター　市民ホール
　　遺品展示、パネル展示、ビデオ上映、紙芝居、体験談、戦争体験語り部、体験コーナー等
２．平成２６年８月６日（水）
　　被爆６９周年原爆被害者追悼のつどい
３．平成２６年１０月１８日（土）
　　戦争遺跡「どんづる峯地下壕見学会」
４．平成２６年１２月４日（日）
　　ふたかみ文化センター　市民ホール
　　合唱組曲「ぞうれっしゃがやってきた」発表会
　　「マリンバ」ミニコンサート

16 産業・文化・連携
二上山博物館友の会　ふたかみ史遊
会

ふたかみ邪馬台国シンポジウム１４事業

　邪馬台国、そして女王・卑弥呼、邪馬台国はどこか？
　日本古代史上最大の関心事です。二上山博物館友の会「ふたかみ史遊会」では、発掘調査で得られた最新
の考古資料を通じて、邪馬台国が存続したと推定される２世紀後半～３世紀後半の大和と各地域との関係を
考えるシンポジウムを平成１３年度から１３回にわたって開催してきました。今年度は、甲斐・信濃地域に焦点
を当て、各分野に精通した７名の考古学者によって、邪馬台国時代前後の甲・信と大和について検討します。
〔開催日〕　７月２０日（日）・２１日（月）
　　　　　　　２０日：１３：２０～１７：１０、２１日：９：３０～１５：３０
〔会　場〕　香芝市文化施設　ふたかみ文化センター１階・市民ホール
〔定　員〕　先着３００名（事前申し込み不要）
〔参加費〕　１人３５０円（２日間有効）　※会員は無料
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平成２６年度　香芝市まちづくり提案活動支援事業　事業一覧

17 産業・文化・連携 ふたかみ市民オペラ ふたかみ市民オペラ　第１９回公演

・演目はオペラ「フィガロの結婚」。
・会場はふたかみ文化センター市民ホール。
・チケット代は前売り券３，０００円、当日券３，５００円。
・広く市民の方にオペラに親しんでもらうことを目的とする。
・オペラは初めてという人にもわかりやすい日本語上演に、芝居や台詞の中に笑いも交えた親しみやすい舞台
を作り、衣装やバレエ、照明やエレクトーンとの共演等、本格的なオペラの舞台作りにも重きを置いている。
・舞台に使う大道具や小道具も含めて、団員の手作りをモットーにしている。
・公演に向けて、歌唱や演技、台詞等の練習を行う。
・公演時に団員のメッセージが書かれたパンフレットを配布。
・公演終了時にロビーで舞台衣装のまま来観者とふれあう。

18 自然環境 西真美花の会 花いっぱい活動事業

　心豊かで住みよく美しい街づくりの推進を図るため、西真美地区において、フラワーロード及び地域公園等に
おいて花の植栽等の緑化活動を続けており、また地元真美ヶ丘西小学校校庭への花植え活動を児童とともに
行う。

19 自然環境 真美ヶ丘花いっぱい推進の会 真美ヶ丘地区「花いっぱい運動」

・真美ヶ丘地区内の公道筋や会館地内、保育所、幼稚園、小中学校正門前に花を植え、住民のふれあいや和
みを育成していく。
・地区内の景観美化の向上を図る。

20 自然環境 レインボー女性学級 女性学級普及活動事業

●ふれあいサロン（尼寺地域）
　昨年実施したが、思ったより人が集まらず、口コミで人に伝えていくように本年は実行する。
　単独世帯の方や、なかなか人に会えずに引きこもっておられる方に声をかけ、地域に積極的に関わりができ
るように心がける。

●ホウ酸ダンゴ作り
　地域での活動のPRを兼ねて、ホウ酸ダンゴを作り、公民館やふれあいサロンに参加していただいた方に配布
する。

●健康体操
　地域の健康増進を、講師を招いて実施する。（歪み矯正体操等）

●環境学習エコ製品（牛乳パックを利用する）
　小物を作り、地域に配布する。

=行政提案型事業


