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子どもとタッチ！ つ
つながるスイッチ
オンライン開 催！
オンライン開催！

3 月 5 日（ 金 ）特 設

WebページOPEN!

3 月6日
（土）
「 子どもとタッチ！つながるスイッチ」
オンラインワークショップ
3 月14日
（日）エイブルアートSDGs セミナー

「なんだこれ？！サークル in バンコク」
（タチョナ）／ Photo by Mr.Taweewat Somprasertsri

未来の子どもたちと、かつて子どもたちだったすべての人たちに。
子どもが生きやすい社会は、誰もが生きやすい社会をつくるきっかけになります。子どもに関わることで、家族や
家族や地域を考
地域を考
えたり、
よりよく生きることについて、
自分の足元から考える機会になります。今年度は子どもたちと文化的な活動や社会
課題につながる活動をしている団体と出会い、その考え方や方法を学びます。その学びを市民のみなさんと共有
その学びを市民のみなさんと共有・対話
・対話
し、生まれた知恵は社会全体の共有財産として残していきたいと思います。
エイブル・アートＳＤＧｓプロジェクト
多様な市民の文化的生活をアートによってエンパワメントし、発展させていくことで、持続可能でより良い世界を
めざす「ＳＤＧｓ」の達成および「誰一人取り残さない」社会づくりに寄与するプロジェクトです。

主催：近畿労働金庫 企画・運営：一般財団法人たんぽぽの家 協力：関西ＮＧＯ協議会
後援：大阪府、大阪市、
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、
大阪労働者福祉協議会、
大阪府生活協同組合連合会、
こくみん共済 coop
（全労済）

「子どもとタッチ！つながるスイッチ」
オンラインワークショップ
関西を中心に子どもに関する活動を進める団体による、ワークショップを開催します。
参加方法：Zoom を使って実施をします。詳しくは申込方法をご覧ください

Vol.1

参加対象：中学生までの子どもと保護者、その他一般参加者

Vol.2

「はじめての『なんだこれ？！』」

「伝えよう・広げよう！
『みんなの防災』」

「一般社団法人タチョナ＋岩淵拓郎」による
活動紹介とワークショップ

「ママコミュ！ドットコム」による活動紹介とワークショップ

実施日時：2021 年 3月6日
（土）13 時 00 分〜14 時 30 分
（ワークショップ定員：20 名）

実施日時：2021 年 3月6日
（土）15 時 00 分〜16 時 30 分
（ワークショップ定員：10 名）

なんだこれ？！サークル は、思 わ ず
「なんだこれ？！」
と言 いってしまい
そうなことが大好きな人たちの集り
で す。なんだこれ？！なことを思 い
つ いたら、実 際 にそれ をやってみ
たり、
カタチにして、
誰かと共有したり
考 え たりします。ぜ ひ いっしょに
やってみましょう！

一般社団法人タチョナ

防 災に関するイラストを見て、キミ
なら
「だれ に」
「なにを」伝 えた い？
自分の命、みんなの命を守ることば
を集めて
「みんなの防災カルタ」を
作る、
アート×防災のワークショップ
を実施します。チームをつくって楽し
くつくりましょう！
ママコミュ !ドットコム

エイブル・アートＳＤＧｓセミナー

オンラインマルシェの開催！

実施日時：2021 年 3月14日
（日）
13 時 00 分〜15 時 10 分

オープン期間：2021 年 3 月5日
（金）〜24日
（水）

視聴方法：YouTube にて配信します。詳しくは申込方法をご覧ください
参加対象：近畿ろうきん会員組合・生協、
ＮＰＯ・行政・教育機関関係者、
その他一般参加者

特設 Web ページと連動して、
「エイブル・アートＳＤＧｓオン
ラインマルシェ」
がオープン！障がいのある人や地域で活動
を進める団体の商品をオンラインにて紹介、
販売します。

関西を中心に、子どもに関する活動を進める団体を招き、
活動紹介をします。分野を超えた議論をすることで、文化
活動をとおした地域づくりを考えるヒントを探ります。3月6日
のワークショップの報告もおこないます。
登壇者：西川奈央人（NPO 法人西淀川子どもセンター 代表）
小島剛（一般社団法人タチョナ 代表）
岩淵拓郎（メディアピクニック／編集者／タチョナ講師）
吉田田タカシ（アトリエ e.f.t. 代表）
出水眞由美（ママコミュ！ドットコム 代表）
進 行：岡部太郎（一般財団法人たんぽぽの家 常務理事）

協力：Good Job! センター香芝

【開催パートナー団体の紹介】
一般社団法人タチョナ（touch
（ touch on art
art）
）
（ 大阪）
子どもとアートに関するNPO。いつもは認識しにくい日常の豊
かさを具体的にビジュアル化する活動に取り組んでいる。

アトリエ e.f.t.（奈良・大阪）
約 20 年にわたり、
「 つくるを通していきるを学ぶ」を掲げる美術
アトリエ。子どもたちが自由な発想で創造活動ができる
「こども
あとりえ」の運営を展開している。

ママコミュ！ドットコム（大阪）
NPO 法人西淀川子どもセンター

アトリエ e.f.t.

特設 Web ページOPEN!

大阪の上町で子育て情報を交換するコミュニティとして発足。
特に防災については、
日常生活の視点から子育てをとおして、
社会へと視点を広げる活動を展開している。

NPO 法人西淀川子どもセンター
（大阪）

オープン期間：2021 年 3月5日
（金）〜24日
（水）

「エイブル・アートＳＤＧｓプロジェクト 特設Ｗｅｂページ」
を開
設し、今回のワークショップやセミナーに登壇するパートナー
団体の活動紹介を行います。

子ども自身が自分のことを気軽に話 せる場と人を増やすとい
う、地域に根差した子ども支援を目指し、居場所づくりや夜をひ
とりで過ごす子どもへの夜間支援活動などを行っている。

※特設 Web ページの開設については近畿ろうきんホームページ等で
おしらせします。

ワークショップ・セミナー
申込方法

メールでのお申込み

▶ ableart@popo.or.jp

お名前、
ご所属 ( 任意 )、参加希望プログラム ( 複数選択可 )、
視聴 URL を受信するメールアドレスをお知らせください。

オンラインでのお申込み

▶ 左の QRコードからお申し込みください。

お名前（よみ）

ご所属（任意）

連絡先アドレス

電話番号

参加希望プログラム 希望するプログラムにチェック
（複数選択可）
してください

（Zoom）、□ 3月6日
（土）Vol.2「伝えよう・広げよう！
『みんなの防災』
（Zoom）、□ 3月14日
」
（日）
エイブル・アートＳＤＧｓセミナー
（YouTube）
□ 3月6日（土）Vol.1「はじめての『なんだこれ？!』」

Zoom や YouTube の使い方がわからない、
という方は、お問合せ、ワークショップ・セミナーお申込み先までお知らせください。
いただいた情報は、一般財団法人たんぽぽの家が適切に管理し、本事業の実施以外には使用いたしません。

お問合せ、
ワークショップ・セミナーお申込み先

〒630-8044 奈良市六条西 3-25-4
Tel 0742-43-7055

一般財団法人たんぽぽの家（担当：岡部・中島）

Fax 0742-49-5501

Email ableart@popo.or.jp

