
しょうないREKは  ［R=リサイクル  E=イベント  K=情報（瓦版）］  庄内をもっと元気にしたい！と活動しているボランティアと行政が一緒になって運営しています。
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Shonai Information Magazine “It's nice!  Shonai”

しょうないREKは豊中市や地域の団体が協働して、事業を行いながらさまざまな
地域課題の解決に取り組んでいます。今回の「ええやん！ しょうない」特別号では
豊中市が開催する子育て、若者向きの事業や南部地域でのイベント情報などをま
とめてお届けいたします。気になるイベントや情報をチェックして、楽しく有意義な
夏休みを過ごしていただきたいとおもいます。
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庄内駅周辺マップ岡町駅～服部天神駅周辺マップ
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イベント情報 Event Information

　野田市民夏まつり
小学校の校庭で模擬店や盆踊りも！！

日時：7月29日（土）17:00～21:00（予備日7月30日（日））
場所：野田小学校 校庭［豊中市野田町1-1］
主催：野田夏まつり実行委員会
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　庄内祭り
商店街で古本市、おばけ屋敷、おはなし会などを開催！

日時：8月9日（水）14:00～19:00
場所：庄内WEST商店街、庄内西本町商店街
主催：庄内祭り実行委員会
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　子ども・若者サポーターのための相談室
日時：毎週火曜日 14:00～19:00
 毎週木曜日 14:00～18:00
 毎週土曜日 13:00～18:00
場所：しょうないガダバ［豊中市庄内幸町2-29-19］
問い合わせ：しょうないガダバ　
電話：090-1152-9429
メール：t.ten.kodomo@gmail.com
主催：特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク、
 子供の未来応援国民運動
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　しょうないガダバ つねちゃんの駄菓子屋
あてもん、おかしの販売にゲーム、お楽しみがいっぱい！

日時：毎週土曜日 13:00～16:00
場所：しょうないガダバ［豊中市庄内幸町2-29-19］
問い合わせ：しょうないガダバ 090-1152-9429
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　庄内公民館の自習室を開放しています
公民館の一室を自習室として開放しています。市内在住・在学・在勤の
児童から若者世代までの幅広い利用者の自主学習を応援します。

日時：月曜～金曜（休館日・祝日は除く）
申し込み：開放時に庄内公民館にて

7

　ぐーてんこどもしょくどう
みんなでいっしょにわいわいごはんを食べよう。ひとりだけでもかぞく
やともだちといっしょでもOK。ごはんの前に一緒に宿題もできるよ☆

日時：7月10日（月）、24日（月） 17:00～20:00
※毎月2回実施しています。その他の日程はブログやメールでご確認ください

場所：NPO法人ZUTTO居場所ぐーてん［豊中市庄内西町4-25-5］
参加費：こども（18歳未満）0円、おとな300円
※参加希望の方は、お問合せください

※大人だけの参加は、ボランティアのみ受付しています

問い合わせ：NPO法人ZUTTO居場所ぐーてん
電話：06-6842-7129（平日9:00～18:00）
メール：guten.zutto@gmail.com
ブログ：http://guten.npo-zutto.com

6

　リサイクル本販売開催日のお知らせ
日時：7月11日、25日（カフェの日） 毎週火曜日 10:00～16:00
場所：庄内図書館3階 協働事業スペースREKコーナー
※7月18日はお休みです

※最新の情報は「しょうないREK」で検索ください

しょうないREKでは毎週火曜日開催のリサイクル本販売を一緒に活動
していただけるスタッフを募集しています。年齢性別は問いません。
幅広い年代のスタッフが、各人の得意なことを活かし活躍中です。
詳しくはREKカウンター、しょうないREK事務局までお問合せください。
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　GONNA創設15周年記念 和太鼓×マリンバ
　GONNAの夏だ ！ 祭りだ ！ 和太鼓だ ！
和太鼓とマリンバ、音のスペクタクル！夏休み、家族そろって楽しめる
迫力のコンサートが豊中市立文化芸術センターにやってくる。午前は、
0歳からでもOK！ みーんな一緒に太鼓と響く「0歳からのコンサート」。
夜は面白くてパワフルな「GONNAコンサート 豊中スぺシャル」。夜公
演には豊中市内で活動する和太鼓サークル有志の参加も決定。迫力満点、
夏ぴったりのコンサートをお聴き逃しなく！

日時：8月8日(火)

【朝の回】「0歳からのGONNA!」 11:00開演（10:30開場）
全席指定 大人1,000円 こども500円（中学生まで） ※3歳未満膝上鑑賞無料

【夜の回】「GONNAコンサート 豊中スペシャル」 18:30開演（18:00開場）
全席指定 一般2,000円 小・中学生500円 ※未就学児不可

場所：豊中市立文化芸術センター［豊中市曽根東町3-7-2］
※駐車場スペースに限りがございます。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

出演者：GONNA
チケット：豊中市立文化芸術センター チケットオフィス
 （06-6868-0591）他、各プレイガイドで発売中
問い合わせ：豊中市立文化芸術センター 06-6868-3030
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　しょうないとしょかん おはなしランド
えほん、かみしばい、てあそび、たのしいおはなしがいっぱいだよ！

日時：まいしゅう  どようび  あさ11じ～ 11じ30ぷん
場所：しょうないとしょかん  2かい  こどもしつ  
 カウンターまえしゅうごう！
問い合わせ：庄内図書館 06-6334-1261

7

　しょうないとしょかんこうさくランド
ぎゅうにゅうパックでぱっくんちょきんばこをつくろう！

日時：8がつ3にち（もくようび）ごご2じ～ 3じ30ふん
場所：しょうないとしょかん
せんちゃく30にん
※1じ30ふんから、こどもしつでせいりけんをくばります
問い合わせ：庄内図書館 06-6334-1261

7

　夏休みの自由研究 まちを学ぼう
～庄内公民館の子育て支援～
公民館では赤ちゃんやお父さんお母さんたちのためにどんなことを
しているのかな？ 新聞をつくってみよう。

日時：8月8日（火）10:00～14:00
場所：庄内公民館［豊中市三和町3-2-1］
対象：小学生20名（先着順）
申し込み：7月3日（月）10:00から電話で
こども政策課 06-6858-2454
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　オーケストラ体験
　「家族でオーケストラ」ワークショップ
オーケストラの音楽家や作曲家と一緒に親子で音楽を創りながら、最後
には出来上がった作品を全員で演奏しよう。作曲家／ピアニストで日本
センチュリー交響楽団コミュニティプログラムディレクターの野村誠
さん、同交響楽団の楽団員、鍵盤楽器奏者の鈴木潤さんがアドバイス、
共演します。どんな楽器でも参加OK、楽譜が読めなくても大丈夫です。

日時：8月13日（日）10:30～15:00 ※途中昼休憩あり。昼食は各自用意
場所：豊中市立アクア文化センター［豊中市曽根東町3-7-2］　
対象：小学生とその保護者（定員40名）
参加料：一律 500円/人  保護者・引率者の見学は無料
その他：演奏できる楽器を持ってきてください。トランペット、クラリ
ネット、バイオリンなどのオーケストラや吹奏楽の楽器以外にも鍵盤ハ
ーモニカ、ギター、ウクレレ、笛、太鼓などどんな楽器でも参加できます。
特に今回は野村誠さん、鈴木潤さん2名のプロの鍵盤ハーモニカ奏者が
参加するので鍵盤ハーモニカでの参加大歓迎！楽器がない方へは一部
楽器を貸し出しできます。
申し込み：申込用紙を豊中市立文化芸術センターへ窓口、FAX、郵送で
申し込み。先着順です。申込用紙は文化芸術センター窓口、ウェブサイ
トで配布しています。保護者、引率者の同伴（参加又は見学）が必要です。
この機会に大人も一緒にご参加ください。
問い合わせ：豊中市立文化芸術センター 06-6868-3030

9

野村誠さん 鈴木潤さん

昨年11月より「マチじゅう コラボ」ホームページがリニューアルしました。
今までのサイトよりも見やすく、過去の情報やアーカイブ情報も検索し
やすくなっています。皆さまに、より利用しやすくしていきますので、
どうぞよろしくお願いします。ご意見、ご質問等も受け付けています。

「マチじゅう コラボ」のホームページが
リニューアルオープンしました ！
http://machijyu-collabo.com マチじゅう コラボ 検索
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　夏休みデートDVホットライン
デートDVとは、恋人や交際相手からの暴力のことです。ことばや身
体への暴力で相手を支配し、思い通りにしようとします。相手を想う
気持ちは大切。でも、束縛は愛ではありません。カレとの交際で悩んで
いるのなら相談してね！

日時：7月20日(木)、21日(金)、22日(土)、24日(月)、25日(火)
 10:00～12:00、13:00～17:00
電話：090-4286-1151 ※相談は無料ですが、電話代はご負担ください
問い合わせ：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 相談室
（指定管理者：一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団）

電話：06-6844-9739

☎

　とよの地域若者サポートステーション
若者向けの就職相談所です。「自分に合った仕事を見つけたい」「働きた
いけど、何から始めればよいかわからない」「人付き合いが苦手で職場で
うまくやれるか不安…」「ブランクが長くて就活を始める自信がない」な
ど就職や自立に悩んでいる方、ステップアップを目指す方はご相談くだ
さい！ 一人ひとりの個性や現在の状況、将来の希望などをしっかり伺
ったうえで、さまざまな経験・専門性をもつメンバーが継続的な就労を
視野に入れて応援します！ まずは電話またはメールでご予約ください。

対象：15～39歳の方、またはそのご家族
開設日時：火～土曜 10:00～18:30
場所：豊中市立青年の家いぶき3階［豊中市服部西町4-13-1］
問い合わせ： とよの地域若者サポートステーション
（運営：一般社団法人キャリアブリッジ）

電話：06-6151-3017
メール：info-yss@career-bridge.net 
HP： http://www.toyosapo.com
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　ひとり親家庭学習支援教室
ひとり親家庭の中学・高校生が大学生を先生に、自習形式で学習して
います。ひとり親家庭の仲間と勉強したいと庄内方面からも参加者が
あります。

日時：毎週土曜日10:00～15:00 ※部活の都合など各自で時間設定できます
場所：市立母子父子福祉センター［豊中市中桜塚2-29-31］
参加費：月謝 3,000円 ※予約のうえ見学可能です
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母子父子福祉センターでは、各種相談や支援教室、説明会を開催。
今年は「夏祭り」もします。

　奨学金制度説明会
ひとり親家庭対象の母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金）などの
各種奨学金貸付の説明会を毎夏行っていて、今年は7月に実施します。
詳しくは広報とよなか7月号で。

問い合わせ：母子父子福祉センター 06-6852-5160　
※そのほか「各種相談」なども含めご連絡ください

8

支援情報 Support Information
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　子ども学習広場 学楽多で学ぼう ！
庄内駅から歩いて10分のしょうないガダバで子ども学習広場学楽多が
開かれています。お家ではなかなか勉強がはかどらない、1人で勉強す
るのが難しい…そんなあなた！学楽多で友だちと勉強をしませんか？

日時：毎週火曜日 17:00～20:00
場所：しょうないガダバ［豊中市庄内幸町2-29-19］
参加費：教材費として1回300円（1か月だと1,000円）
主催、申し込み、問い合わせ：公益財団法人とよなか国際交流協会
電話：06-6843-4343／ FAX：06-6843-4375
メール : atoms@a.zaq.jp／担当：トーマス、金、山野上

4



～お問い合わせ・ご意見・ご感想は～
ええやん！しょうない編集局
豊中市立 庄内図書館内 しょうないREK事務局
電話：06-6334-1261  Fax:06-6336-9314 
メール：shounai_rek@yahoo.co.jp

編集協力：一般社団法人タチョナ ／  イラスト：ミヤザキ  ／  デザイン：中崎航

「庄内つくるオンガク祭2017」 ワークショップ参加者募集

Facebook / Twitter しょうないREK 検索

さん かしゃぼしゅう

「庄内つくるオンガク祭2017」は音楽家と子どもたちが共にアイデアを出し合って音楽を作る
プロジェクトです。夏休みに豊中市内の小学生から高校生までの児童・生徒を対象に、2か所で
ワークショップを行います。また、8月27日（日）には参加者の人々とゲストミュージシャンも
加わっての合同コンサートも開催します。興味のある方は是非ご参加ください！
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講師：内橋和久 / Kazuhisa Uchihashi
豊中市曽根出身、ベルリン在住。音楽家。イノセントレコード主宰､インプロヴィ
ゼーショントリオ「アルタードステイツ」は今年で結成27周年。83年頃から即
興音楽に取り組み、一方ではUA、細野晴臣、七尾旅人、青葉市子、Salyu、くる
り等のポップミュージシャンのプロデュースやライブ活動を通じてうたに取り
組む。演劇、ダンスなどの音楽制作およびライブ演奏など活動は多岐に渡る。
2007年まで大阪でオルタナティブスペースBRIDGEを運営したことでも知ら
れている。劇団「維新派」の音楽監督を30年にわたり務める。また、ハンス・
ライヒェル発明による新楽器ダクソフォンの演奏者でもある。

講師：空間現代 / Kukangendai
野口順哉 / Junya Noguchi（guitar / vocal）
古谷野慶輔 / Keisuke Koyano（bass）
山田英晶 / Hideaki Yamada（drums）
2006年、現行メンバー 3人によって結成。編集・複製・反復・エラー的な発想
で制作された楽曲を、スリーピースバンドの形態で演奏。これによるねじれ、 
負荷が齎すユーモラスかつストイックなライブパフォーマンスを特徴とする。
劇団の音楽を担当するなど国内外で活動。2016年9月、活動の拠点を東京から
京都へ移し、自らの運営するスタジオ／ライブハウス「外」を左京区・錦林車庫
前で開始する。
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　ワークショップ1
オリジナルの楽器をつくって演奏する！
集まったみんなで、段ボール、日用品などを使って楽器
づくりから音楽を作っていきます。

日時：①8月16日～18日、②8月23日～25日
 10:00～12:00（25日のみ14:00から）
リハーサル：8月26日 10:00～12:00（予定）
場所：①庄内小学校  ②庄内コミュニティプラザ
対象：庄内小学校の3年生～6年生　
定員：20名程度／参加費無料 ※おやつが出ます

5
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　ワークショップ2
ギター・ベース・ドラムで演奏する！
ひとつのフレーズやリズムを分解し、複数の人々でそれら
を再び繋ぎ合わせていく。本来ならばひとりで出来るはず
の事をチームワークとして行うことで、今までに経験した
ことのないようなバンド・サウンドを作ります。

日時：8月19日～21日、8月23日～25日  14:00～16:30
リハーサル：8月26日 10:00～12:00（予定）
場所：大阪音楽大学 D-101教室
対象：豊中市南部地域在住・在学の小学校4年生～高校生
定員：20名程度／参加費無料 ※おやつが出ます

3
えんそう

主催：一般社団法人タチョナ　
共催：大阪音楽大学、庄内地域こども教室
協力：NPOとよなかESDネットワーク、NPO法人ZUTTO、しょうないREK、
大阪府芸術文化創造振興事業、平成29年度豊中市魅力アップ助成金交付事業

3　コンサート
日時：8月27日（日） 14:00～16:00ごろ
場所：大阪音楽大学 パウゼ2階ホール
料金：無料 ※申し込み不要
出演：ワークショップ参加者、内橋和久、空間現代、
 PIKA☆ユニット、DODDODO BANDほか

ワークショップのお申し込み・問い合わせ
一般社団法人タチョナ（担当：小島・柳本）
［大阪市西区江之子島 2-1-34 江之子島文化芸術創造センター内2F］
電話：070-5650-5744  メール：touchonart@gmail.com

ワークショップは、氏名・学年（年齢）・住所・電話番号・食物アレルギーの有無を書いてメールにて下記までお申し込みください。
※いずれのワークショップも4日以上の参加をお願いします（リハーサル除く）。


