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今年も、お世話になりました。
気がつけば、今年も残すところあと少しになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、行事やイベントが開催できない時期を乗り越え、
今年は少しずつではありますが、色々なことができた一年でした。そして、今までと同じこ
とでも、より以上の喜びや感動を覚えた気がします。
新しい年は、もっとできることが増え、より新鮮な感動が増えるといいですね。
皆さま、今年もお世話になり、ありがとうございました。
新しい年が、皆さま、にとって良い年になりますように。

ご参加お待ちしております！

講座のご案内
ＮＰＯ会計講座
～NPO・市民活動団体の会計ついて～
日時 2023年2月７日(火）13:30～１６：３０
場所 高槻市生涯学習センター3階第2会議室
講演 中山麻衣子さん（税理士）
内容 ・決算講座（NPO法人向け）
※決算書をご持参くだださい。
・会計について知識を深めたい方向けの
座学
・インボイス制度について，等
申込み 無料
お申込みはいずれも

高槻市市民公益活動サポートセンター
☎６６８－１７８1 FAX ６６８－１７８２

～行政と公益活動団体の協働について～
日時 2023年2月２２日(水）１０：００～１１：３０
場所 高槻市総合センター１４階C1401会議室
内容 行政とともに生活困窮者への支援や子育
て支援、ひきこもり支援、などに取り組む
NPO団体等の事例発表から市民公益活動の
現状や役割について学びます。
【発表予定団体】
・社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会
・特定非営利活動法人 地域ひといき
・一般社団法人 はらいふ
対象 市民活動に興味のあるすべての方
（要申込み・先着50人）
申込み 無料（２/２１まで）

、
新期登録団体・・・歌声さろん なのはな、一般社団法人Animal
Protect、そこi工房
,
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NPO法人

たかつき市民活動ネットワーク 紹介
私たち「たかつき市民活動ネットワーク（以下TCANと略称する）」は、

高槻市市民公益活動サポート
センターには約200の団体が所
属しています。
こちらでは、団体の会員さん
が自らの活動を紹介します。

2002年11月に「西大冠小学校」の一部教室を利用して創設され、そ
の活動の根幹として「サポートセンター管理運営委員会」が組織化された。その背景には、市の第4次総合計画
（2001～2010年度）における「まちづくり構想」の中「ボランティアNPO活動支援づくり」が明記されたことを受け
たすべて公募の市民委員37名による「市民活動組織懇話会」での議論があった。
その後2006年3月に、当時の市議会副議長であった岡本茂氏のお力添え
もあり、サポートセンターはグリーンプラザ３号館に移設され、結果として、私た
ち 「TCAN（2008年9月NPO法人設立認証）」とサポートセンター管理運営
委員会とは袂を分かつ形となり今日に至っている。
TCANの活動コンセプトは「市民の、市民による、市民のためのまちづくり」
を目指すことにあり、具体的な活動としては、以下の通り。
①『市民参加の促進』～社会貢献活動に参加したいと考えている市民にその
機会を提供する事業として、高槻ジャズストリート実行委員会に参画して「社会
貢献のひろば」を主宰したり、東日本大震災や熊本地震の被災者支援、シリア
難民支援の映画上映会やウクライナ支援のカンパ活動などに取り組んできた。
②『市民協働の促進』～多くの市民・市民活動団体・行政が連携して社会課題
にあたる事業として、恒例となった「協働フェスタ」の第1回目、第2回目を主宰させていただきました。
③『市民活動の基盤整備』～民主党政権のときに有名になった「事業仕分
け手法」の勉強会や、「高齢者福祉助成プログラム」冊子の作成、若手市議
会議員との勉強会「家族の在り方」などを実施している。
民設民営を旨とする私たち「TCAN」の会員となり、参画していただき市民
活動の活性化にご協力ください。

防災のまちづくりを考える 連続講演会
例年総会時に行う記念講演会を、今回は趣向を変えて年明けから3回の連続講演会として企画。世相を反映した題
材です。
詳細は別置きのちらし「防災のまちづくりを考える」をご参照ください。お問合せ先；090-5894-0370（飯村）まで。
１回目 2023年１月21日（土）

「障害者の視点から防災のまちづくりを考える」
内田 瞳さん(自立生活夢宙センター当事者スタッフ)

会場
高槻市生涯学習センター
時間はいずれも

２回目 2023年2月11日（土）

１３：３０～１５：３０

「災禍に対応する市民活動の展開―災害研究の視点から」

お申し込みは

菅 磨志保さん(関西大学社会安全学部准教授)

email

３回目 2023年3月4日（土）

tcan6095863@gmail.com

「復興支援から防災のまちづくりへ～神戸の取り組みから」

FAX

野崎隆一さん(神戸まちづくり研究所理事長)

072-685-7018（まるい化粧品店）
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１/１４
(土）

Haruka Kuroiwa ・ Misa miyamoto

毎月第3
土曜日

ニューイヤー ピアノリサイタル

自然豊かな摂津峡で、バッハ
演奏では高い評価を得ており、
また鍵盤の王とドイツ紙で評
された黒岩の奏でるバッハや
リストの名曲、ポーランドで確
固たる評価を得る宮本の奏
でるショパンの名曲を通し、
皆さまと新たな年がいい年
になるよう祈り、お祝いがで
きればと思います。
●日時 2023年１月14日（土）14:00～(13:30開場)
●演奏 黒岩 悠
宮本 ミサ
●会場 摂津響Saal
市バス「上の口」
下車徒歩１分
↑
※有料駐車場あり
申込みフォーム
●入場料 4,000円(当日4,500円）
●申込、問合せ 中西 ai.ai.poco@gmail.com
●問合せ 摂津響Saal
高槻市原104-95
TEL 080-3031-4311
mail settsukyosaal@gmail.com

12月22日（木）
1月26日（木）

ひきこもり家族会交流会

この家族会は「CRAFT(Community Reinforcement and
Family Training)」＝「コミュニティ強化と家族訓練」と
いうアメリカで開発されたご家族のためのプログラム
を基にしています。認知行動療法という治療法を基に
しており、厚生労働省も推奨しているプログラムです。
決して難しいことをするわけではありません。皆様と一
緒に知恵を出し合ったり、悩んだり、
時に笑ったりしながら進めて
いきたいと思っています。
どうぞお気軽に、安心して
ご参加ください。
●日時 毎月第3土曜日 14:00～16:00
●会場 茨木市男女共生センター ローズWAM
茨木市元町4-7
●参加費 無料 定員先着8名
●申込・問合せ
医療法人 美喜和会オレンジホスピタル
地域連携室 （担当 こうはし）
TEL 072-693-0052
mail info@orange-hp.or.jp

募集中

子どもの 居場所 懇談会

●対象
●日時
●場所

どなたでも参加できます
毎月第4木曜日 10：00～12：00
とうりゃんせ
高槻二中近く、大蔵司橋の左隣
●費用
無料
●問合せ 高槻教育文化センター
TEL/FAX 072-671-4551(樫田）

「ネコに学び、ネコと学ぶ」

にゃん子屋
高槻で唯一の保護猫カフェ「Cat
Club Cherish」では子どもの頃から
保護猫活動に興味を持ってもらえ
るようにと、週に一度小学生向け
「にゃん子屋」を開催中！

サポートセンターのご利用について
（１）会議室の利用（無料）
2時間程度、会議や作業などでご利用いただけます。
（最大8名、1か月前から予約受付）
（2）コピー、印刷
コピー モノクロ A4・A3 5円/枚
カラー A4 20円/枚 A3 40円/枚
印刷
マスター代 50円
A4 2円/枚 A3 3円/枚
※裁断機、紙折り機もあります。
（3）ラミネート
A4 30円 A3 50円
★その他、ロッカーの貸出し（300円/月）や、
展示コーナーの貸出しも行っています。

～自分が変わる、相手も変わる、
家庭が明るくなる関わり～

「宿題タイム」や「猫のお世話タイム」の他、毎週楽しい
週替わりのイベントも実施。保護猫カフェでしかできない
猫との体験。多彩なスタッフだからできる学びの数々。
●対象
●曜日
●時間
●場所
●費用
●問合せ
公式ライン

にゃんこ応援隊
小学生(1～6年生）
(マンスリーサポート）
毎週水曜日
も募集中
15:00～18:45
譲渡型保護猫カフェCat Club Cherish
お問合せ下さい(体験1回1,000円）
一般社団法人Animal Protect
高槻市北園町19-16タムラビル2 3階
TEL 072-668-1122
FAX 072-648-4571
HP https://catclub-cherish.com/
mail info@catclub-cherish.com

（お願い）インフォメーション欄に掲載希望の団体から
のご連絡、お待ちしています!!
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□中央共同募金会「赤い羽根福祉
基金」2023年度新規事業助成

《申請期間》
2023年1月31日
(火）郵送

《趣旨》

誰もが支え・支えられる社会をつくることを目的とし
て、公的な支援制度やサービスでは対応できない福祉
課題の解決に向けて、先駆的・モデル的で、今後全国
または広域的な広がりが期待できる活動を資金面から
応援する。
《助成プログラム》
①生きづらさを抱える若者の未来創出活動応援プログ
ラム（10代後半からおおむね30歳までの生きづらさ
を抱えた若者が前向きに生きていけるよう支援する
ことを目的）
②一般助成(生活上の困難に直面する人々、権利を侵害
されている人々、何らかの生きづらさを抱えている
人々を支援することを目的）
《助成上限額》
①500万円/活動
②1,000万円/活動
《応募方法》
応募書をダウンロードして記入し、下記のweb応募
フォームに記入の上メールで送信する(郵送応募は
不可）
①https://tayori.com/f/akaihane-kikin-2023-1/
②https://tayori.com/f/akaihane-kikin-2023-2/
《応募・問合せ先》
社会福祉法人中央募金会 基金事業部
赤い羽根福祉基金助成担当宛
TEL 03-3581-3846
mail kikin-oubo@c.akaihane.or.jp
HP https://www.akaihane.or.jp/
《応募期間》
subsidies/sub-kikin/30283
～2023年
1月11日(水）
必着

助成金
インフォメーション
ＮＰＯ法人も
対象です！

□高槻市中小事業者物価高騰対策支援金
《対象》①中小企業信用保険法第2条に規定する中
小企業者（個人事業主、ＮＰＯ法人含む）
《要件》
①令和4年11月30日までに市内で事業を開始し、
直近の決算期または1年間の経費が支給金額以上(法
人10万円、個人事業主5万円)であること ②市が実
施する他の物価高騰対策支援金(社会福祉施設等、配
食サービス、教育・保育施設等など）を受けないこ
と その他
《給付額》
法人 10万円
小陳事業主5万円
《申請手続き》
①「令和3年度高槻市事業者応援緊急給付金」を受給
された方には、案内書・申請書を発送
②①以外の方は、申請書と添付書類を郵送で提出
《申請・問合せ先》
高槻市 街にぎわい部 産業振興課
中小事業者支援担当
〒590-0067 高槻市桃園町2-1
TEL 072-674-7411

その他の助成金
・ベネッセ子ども基金 (1/5締切）
・日本財団「ウクライナ避難民支援助成プログラム」
(12/31締切）
・「みてね基金」第三期ステップアップ助成(1/11締切）

「労働者協同組合法」が2022年10月1日より施行されました
「労働者協同組合」とは、①みんなで出資し、②話し合って経営し、③みんなで働く、というこ
とを基本原理としています。働くものどうしの協同、利用者との協同、地域との協同の三つの協
同でより良い暮らしを実現するまちづくりを目指そうとするものです。その設立や運営、管理な
どについて定めた法律が「労働者協同組合法」で、今年の10月から施行されました。

概
要

（設立） 3人以上の発起人が必要(監事が必要になるので実質5人は必要となる）
法律に定めた要件を満たし登記をすれば法人格が付与(準則主義）
（要件） 労働者派遣事業以外の事業が可能
総組合員の5分の4以上は、組合の行う事業に従事すること
組合の行う事業に従事する者の4分の3以上は組合員であること
（組合員と出資） 組合員は出資一口以上を有し、出資一口の金額は均一でなければ
ならないこと
（配当） 労働者協同組合は非営利法人だが、剰余金が出れば組合員に配当できる
出資配当は認められない
（経過措置 ） 施行日から3年以内に企業組合，NPO法人からの組織変更が可能

相談窓口（電話対応）
０１２０－２３７－２９７
土日祝日年末年始を除く9:00～17:00
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特設サイト
知りたい！
労働者協同組合法

