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日時 イベント・企画名 カテゴリー 

令和 2年 2月 11日 市制施行 70周年キックオフ！  すばるホール 

   

シティプロモーション事

業 

令和 2年 2月 11日 

～令和 3年 3月 31日 

４１６企画スタート『みんなで富田林市 70歳をお祝いしよう！』 

  

シティプロモーション事

業 

令和 2年 2月 11日 市制施行 70周年記念応援団の設立   

令和 2年 4月 1日 70周年オープニングセレモニー  本庁 1階ロビー 

 

シティプロモーション事

業 

令和 2年 6月 なす料理コンテストのレシピ募集  

    

記念事業 

令和 2年 8月～9月 富田林ええとこ川柳 冠事業 

令和 2年 8月 7日～9

日 

平和を考える戦争展  すばるホール 冠事業 

令和 2年 8月 70周年記念ポロシャツを制作し、職員向けに販売 

  

特別企画 

令和 2年 8月 23日 おやこコンサート（オンライン開催）  冠事業 

令和 2年 9月 2日 市長と語るふれあい座談会第 1弾（富田林市の農業を創造する会） 記念事業 

令和 2年 9月 7日～11

月 30日 

拝啓～10年後の私へ～  冠事業 

令和 2年 9月 27日 富田林まち巡りガイドウォーク 富田林駅→寺内町→養楽時→錦織神社→滝谷不動駅 

※11月及び 3月にも実施 

協賛事業 

令和 2年 10月 1日 子ども向けニュースレター（70周年応援団チラシ）の発行 

市内の公立小中学校の児童及び生徒に配布 

  

シティプロモーション事

業 

令和 2年 10月～11月 富田林市の郷土資料展示  中央・金剛図書館 冠事業 

令和 2年 10月 7日～

12日 

市制施行 70周年記念競走（競艇）  住之江競艇場 冠事業 

令和 2年 10月 18日 市長と語るふれあい座談会第 2弾（Ｔｏｐｉｃ青少年委員会） 記念事業 

令和 2年 11月 12日 市長と語るふれあい座談会第 3弾（（特活）とんだばやし国際交流協会） 記念事業 

令和 2年 11月 15日 市制施行 70周年記念ウェブ式典  記念式典 
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・市長式辞 ・市議会議長祝辞 ・市表彰   

・70周年記念感謝状  ・姉妹都市等からのメッセージ 

 ←おおさか河内材を使用した感謝盾 

令和 2年 11月 15日 若者のためのシンポジウム～withコロナ社会の若者の居場所を考える～  きらめき創造館 

 

記念事業 

令和 2年 11月 16日～ 70周年応援団パネル展示  

 ・きらめき創造館（令和 2年 11月 16 日～令和 3年 1月 7 日） 

 ・すばるホール（令和 3年 1月 8 日～1月 29日） 

 ・ ∞
インフィニット

ＫＯＮ
コ ン

 ＲＯＯＭ
ル ー ム

（令和 3年 2 月 1日～2月 26 日） 

 ・中央公民館（令和 3年 3 月 9 日～3 月 26日） 

    

特別企画 

令和 2年 11月 21日～

22日 

華と書 きらめき展  きらめきファクトリー 

 

協賛事業 

令和 2年 11月 28日 市民文化祭（郷土文化大会）  すばるホール 冠事業 

令和 2年 11月 29日 子どもプログラム～つなごう未来に～富田林市と大槌町の絆  きらめき創造館 

   

記念事業 

令和 2年 11月 30日～ ＮＨＫ連続テレビ小説「おちょやん」放送開始 

     

浪花千栄子さんパネル展  

・市役所（令和 2年 11月 20 日～12 月 10日） 

・エコール・ロゼ（令和 2年 12 月 11日～令和 3 年 1月 12 日） 

「おちょやん」ＰＲパネル展  

・市役所（令和 2 年 12月 1 日～11 日） 

シティプロモーション事

業 

令和 2年 12月 1日 市長と語るふれあい座談会第 4弾（市表彰「善行賞」受賞者） 記念事業 

令和 2年 12月 20日～ でっかい夢くじら展 中央公民館（12月 20日～26 日）、エコール・ロゼ（1月 19 日～22 日） 

 

冠事業 

令和 3年 1月 6日～31

日 

市勢要覧（暮らしの便利帳）を発行し、市内全世帯に配布 シティプロモーション事

業 
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令和 3年 1月 10日～

24日 

レインボー福笑いイベント  レインボーホール 協賛事業 

令和 3年 1月 11日 成人式  すばるホール 冠事業 

令和 3年 1月 15日～

17日 

第 33回国際平和ポスター展  エコール・ロゼ 

 

協賛事業 

令和 3年 2月 9日～ 市内各団体様からのメッセージ掲載 ～市制施行 70周年の節目に想いを寄せる～  

令和 3年 2月 20日 声優朗読劇「楠木正成」  すばるホール 冠事業 

令和 3年 2月 20日 市民文化祭（「河内の英雄、楠公さん」、詩吟・書道・日本舞踊・華道・絵画・短歌）  すばるホール 

 

冠事業 

令和 3年 2月 28日 とんだばやし「おもろスポット」ウォークラリー  南海金剛駅→寺内町 

 

冠事業 

令和 3年 3月 6日 男女共同参画フォーラム  すばるホール 冠事業 

令和 3年 3月 6日～14

日 

電車でいける江戸時代～コジマユイによる寺内町イラスト展～  ギャラリーブラウカッツェ 協賛事業 

令和 3年 3月 20日 追憶・浪花千栄子の思い出  すばるホール 冠事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフターファイブ職員（五十音順） 

浦 将太（水道工務課）    

大橋 一洋（総務課）   

岡本 一朗（都市計画課） 

小松 大起（人事課） 

坂原 望美（契約検査課） 

笹岡 真衣（富田林保育園）  

中辻 雄太（危機管理室） 

並木 亮諭（都市魅力課） 

納 翔一郎（都市魅力課） 

西田 佳樹（課税課） 

藤田 拓海（障がい福祉課）      

宮本 将司（商工観光課） 

山内 佑輔（環境衛生課）     

山下 晃輝（政策推進課） 

吉田 有那（人権・市民協働課） 

吉永 克志（課税課） 

 

 

＜編集後記＞ 

入庁３年目の私は「アフターファイブ有志職員」の一員として市制７０年の節目を盛り上げるという

重要な役割を担うことになり、１年少々活動させていただきました。若手職員が発案した事業を具体化

するという理念のもと立ち上がったものですが、ミーティングの際には、メンバーのみなさんからたく

さんのアイデアが生まれ、各々が多彩な引き出しを持っていることを大変実感しました。結果としてコ

ロナ禍に終始した１年となり、思うように活動できない場面もありましたが、通常の業務とは違った形

で職員同士の親睦も深められ、貴重な経験になったと感じています。 

１０年後に迎える８０周年の際は、より一層盛り上がるものになればと願っています。 
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市制施行 70周年記念応援団の皆さま 

（敬称略・五十音順） 

 

団長 花岡伸和（元パラリンピック車いすマラソン代表、 

現日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

団員 愛本みずほ（漫画家）                                            

井阪あゆみ（ピアニスト、星のソムリエ）   

石田篤司（囲碁棋士）                            

鶉野昭彦（劇作家、演出家）                  

大西ユカリ（歌手）                     

太田真紀（声楽家）                     

奥田章子（ヴァイオリニスト）               

奥田なな子（チェリスト）                 

奥村幸大（競泳選手：2004年アテネオリンピック銅メダリスト）    

桂文路郎（落語家）                    

桂文之助（落語家）                                       

木澤佐江子（声楽家）                     

岸本忠三（第 14代大阪大学総長、免疫学者、名誉市民）    

喜田哲弘（T＆Dホールディング・大同生命保険株式会社顧問）    

北野智子（声楽家）                    

儀間太久実（口笛世界チャンピオン）   

京極輝子（富田林高校ももせ合唱団指揮者・ピアニスト）   

河野里美（影絵作家）                   

齊藤隆成（プロサッカー選手：ＦＣ大阪）                   

佐藤和馬（プロサッカー選手：鈴鹿ポイントゲッターズ）   

清水哲（ＰＬ学園野球部ＯＢ）                           

スミワタル（ピアニスト・YouTuber）            

高繁勝彦（アドベンチャー・ランナー）                    

タダミ（只見康平）（ミュージシャン（河内 REDS）） 

谷ノ上朋美（俳優）                    

玉田玉秀斎（講談師） 

   津田康平（お笑い芸人：マルセイユ）            

長尾元（映画監督）   

中川皓太（プロ野球選手：読売ジャイアンツ）        

中島健次（プラネタリアン）  

中田由夫（筑波大学准教授 健康・スポーツ科学）       

中村順司（元ＰＬ学園野球部監督） 

錦戸眞幸（錦戸部屋親方：元関脇水戸泉）          

橋本恋（サーフィン選手） 

馬場菜穂子（声楽家）                   

葉山たけし（プロデューサー／アレンジャー／ギタリスト） 

晴雅彦（大阪音楽大学教授・声楽家）            

廣谷和夫（能楽師・重要無形文化財総合認定保持者） 

藤田晴美（サウンドクリエイター（ゲーム・劇伴））      

藤本憲明（プロサッカー選手：ヴィッセル神戸） 

真心（SHINGO）(アーティスト)                            

松澤政也（声楽家） 

宮本恒靖（ガンバ大阪監督）                               

めぐまりこ（お笑い芸人）  

山田和英（元プロ野球選手：阪神タイガーズ）               

ヤマモトシンタロウ（ロックバンド：LEGO BIG MORL）  

ヤバイＴシャツ屋さん（ロックバンド）                    

ＹＵＫＩ（ダンサー）                                     

吉田衣里（ピアニスト）  

 

市制施行 70周年の節目に想いを寄せる企画に 

メッセージを頂いた市内各団体様（敬称略・順不同） 

富田林市防犯委員会、富田林市自主防災連合会、富田林医師会、富田林薬剤師

会、富田林市歯科医師会、中央公民館クラブ連絡会、東公民館クラブ連絡会、

金剛公民館クラブ連絡会、富田林市シルバー人材センター、富田林市老人クラ

ブ連合会、富田林市文化団体協議会、富田林市少年スポーツ連盟、富田林市Ｐ

ＴＡ連絡協議会、富田林市婦人団体連絡協議会・エイフボランタリーネットワ

ーク、富田林市こども会育成連絡協議会、富田林市青少年指導員連絡協議会、

富田林市スポーツ推進員協議会、富田林市レクリエーション協会、富田林市体

育協会、富田林市野外活動協会、ガールスカウト大阪府連盟第 98 団、ボーイ

スカウト富田林第 2団、富田林市身体障害者福祉協会、大阪富田林工業団地協

同組合、富田林商工会、富田林市観光協会、富田林寺内町をまもり・そだてる

会、富田林市河内音頭保存会、富田林市商業連合会、富田林飲料組合、ナニワ

紙加工協同組合、富田林中小企業工業協同組合、南大阪工業団地協同組合、と

んだばやし国際交流協会、富田林市人権協議会、富田林・ベスレヘム姉妹都市

協会、富田林市社会福祉協議会、富田林市遺族会、富田林市民生委員児童委員

協議会、富田林地区保護司会、富田林市東条地区土地改良区、喜志土地改良

区、富田林市水利組合連合会、富田林市農業実行組合長会、富田林園芸協同組

合、ＪＡ大阪南、富田林青年会議所、富田林ロータリークラブ、富田林ライオ

ンズクラブ、富田林市婦人防火クラブ、富田林市防火協会、富田林市町総代

会、富田林市少年少女合唱団など 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

開催できなかったイベント                    

4 月 5 日   ＮＨＫ公開放送「のど自慢」 

4 月 23～26日 市緑化フェア＆植木市                   

5 月 10日    だんじりパレード 

5 月         ライフ・チャレンジ・ザ・ウォークとパラスポーツ体験  

6 月 6～7 日   なすフェス 

7 月        富田林ドリームフェスティバル                     

8 月        大槌町への訪問（子どもたちのサマープロジェクト）       

8 月 22日   富田林寺内町燈路 

9 月 11～12日 くすのき塾シニアのお祭り 

11月 15日   市制施行 70周年記念式典（代替としてウェブ式典を開催） 

11 月       とんだばやし健康市民フォーラム 

11 月       公民館まつり 

11 月       市防災訓練 

11 月中旬～1月下旬 金剛きらめきイルミネーション 2020 

11月 23日   農業祭 

12月 12日   とんだばやし人権フェア 

12 月        市民マラソン大会 

12 月        富田林 700人の第九演奏会 

1 月 10日    消防出初式 

2 月         総合ビジョン子ども版の作成 

 

ご協力ありがとう 

ございました。 ＜70 周年記念横断幕・懸垂幕の作成にご協力いただいた事業者様＞（敬称略・順不同）

株式会社コスモ、菊水警備、藤沢台動物病院、興和ハウジング、松下工建 

＜70 周年記念のぼりの作成にご協力いただいた事業者様＞（敬称略・順不同） 

藤本窯業、安楽、菊水警備、藤沢台動物病院、ＳＴ総合企画、富田林印刷業組合 


