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EXPRESS えっsay はっぴーにゅーまっち 

「旦さん、新年おめでとうございます。本年も

どうぞよろしくお願いいたします」「これは珍

しく立派なあいさつができたもので……。お前

さんも、立派に成長したということですなぁ。 

 

おめでとうさんです。それで、新年早々どうし

ました？」「なんでも、今度は新型のマッチを

つくるとか…って。聞いたはりまっか？」

「何々。一体どういうことですかな。いまど

き、マッチの新型とは……」「そうでんが

な…。ええライターやったら…わしかて欲しい

のに」「何言うてますねん。違うもんねだって

も、あきまへんがな…。で、新しいもんつくっ

て、何がようなりますのや？」「そりゃ～も

う、これまで、でけへんかったことはできる

し、ぱっと言うて、さっとできる……」 

 

「ん…？ そりゃ～また…。どういうことだす

かな？」「ほら、旦さんの乗ったはったころ、

ず～と昔のタクシー…あれ…どう言いましたん

かいなぁ？」「昔のタクシー…？ 円タクかい

な…… そんな古いもん乗ったことないわ。わ

しのこといったいいくつやと思うてはりますね

ん、おまえさんは……」「そうそう、その、え

んたく。えんたくかいぎ…やがな…」「えんた

く……。円卓会議かな……？そんでまた、その

円卓会議と“まっち”にどんな関係があるんか

いな？」「新しい“まっち”づくり制度と

か……」「何あほなことゆうてますねん。 

 

それは、“まちづくり制度”やがな。地域のこ

とを、地域の特性を生かして、地域で考えてい

こう…地域のことを自分たちで考えて、創って

いくための制度のことやがな」「さすが、旦さ

ん。やっぱりよう知ったはりますやん。 

 

 さよか…マッチやのうて……。“っ”抜きか

いな、正月早々、詰まって引っかからん話でよ

かったでんなぁ」（K) 
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 本年は、市の施策として打ちだされた
新しいまちづくり制度（まちづくり円卓会
議）が具体化される年です。 
 
「円卓会議」の創設は「地域のことは地
域で考え実践する」という市民自治の究
極をめざすものであると同時
に、今後少子高齢化や人口減
少、財源が縮小していく可能
性を見据えた施策であると受
け止めるべきでしょう。 
 
各中学校校区ではこれまで顔
を合わせたことのない方々が
集まって話し合いを始めています。その
運営に欠かせないのが、“やる気の旺
盛なまちづくりの人材”であることは言う
までもありません。 
 
現在活躍中の自治会など地縁型の活
動団体をベースに、テーマ型の市民団

体とも連携しながら、地域住民のニーズ
を的確に把握し、行政との新たな協働
役割を果たすためには、今まで以上に
多くの人材が必要です。 
 
私ども“市民活動支援センター”にはこ

れら市民団体への的確な人材情
報の提供力が問われています。
容易なテーマではありませんが、
幸い一昨年から運営中の“まち
づくり大学”で学習された市民が
100名を超えました。 
 
その方々が、それぞれの地域

で、ご登板いただけるよう紹介してまい
る準備を整えつつあるところです。 
本年は丑年、粘り強く着実なペースで、
今後も引き続き、まちづくりに必要な適
材の発掘に力を注ぎ、適所へのご紹介
に務めてまいります。 ご期待ください。 
 （所長 白井隆） 
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 いまなぜ『まちづくり大学』なのか。  
大阪狭山市の現状を踏まえ・・・当市の
場合の特徴は二つある。 
①全国でも新しい形の市民大学だという
こと。それは一般教養でなくて地域の課
題を具体的に現しそれを学ぶ、しかも担
当の行政職員が講義する点にある。 
②市民活動支援センターの市民側の軸足
に立つ方々がこの大学を運営しているこ
とである。 

 これは先進的で日本で初めてだと思

う。このように一般教養を超え、具体的

にどうしたらいいかというところまで話

し合うということは、基礎の段階を超え

た生涯学習活動として、このまちづくり

大学が位置づけられている点への評価で

あろう。 

 まちづくり大学は学習だが、学習のた

めの学習であってはいけない。 

 学んだことを自分のできる範囲でボラ

ンタリーな活動で社会に行動してもらい

たい。 

 皆さん方に大事なことは、自由な発想

を持ってほしいこと。 

ボランタリーの活動には三原則がある。 

①脱市場性の原理 

②脱管理性の原理 

③脱競争性の原理 

そういう活動をしていくべきである。 

 

 

地域の課題を解決することが求められ
ています。              
 
さまざまな分野で新しい繋がりが生ま
れ、市民が主体となった地域活動が更
に活発になって、明るく住みよい元気な
大阪狭山市が実現するよう、ご活用願
えればと思っています。 
 

この冊子をご覧になって、自分たちの団
体も登録したい・・・とのご希望や、登録
団体の中で変更・訂正などがありました
ら、いつでもご連絡ください。 
 

 大阪狭山市内で活動している209の
市民活動団体を掲載した冊子を刊行し
ました。ハンデイなＡ５版サイズです。 
 各団体からの協力で初版の4倍の団
体を収録することができました。 
 
 私たちを取り巻く環境は、日々刻々と
激しく変化しています。時代が求めてい
るものは、さまざまな分野での「連携」や
「協働」の取り組みです。NPOや市民団
体同士、市民団体と行政、NPOと企業
など、公益を目指して事業を進めている
あらゆる主体が繋がりパワーアップし、             
 

これからの市民協働の進め方 

市民活動の紹介冊子“しみんのちから”２００８年版刊行 

   講座の様子 

 次のことがなかなか見えにくい。そ
れを見えるようにするのが住民の仕
事。市民の願いをキチンと届けていく
お互いのコラボで、ぜひ大阪狭山市を
愛する心の一点でつながるべきだろ
う。 
 自分自身ができることを学び、それ
を地域の新しい財産として新しい資源
を創って欲しいと思う。 
 ここで学んだ新しい見方で、自然・
歴史・人間を含み変えられるものを見
つけ、市民・行政のみならず大学も
引っ張りこんでもらいたい。 
 それにより産・官・学・民の協働型
社会のまちづくりができると思うので
す。 

第2回市民活動セミナー 

 

天理大学人間学部教授 

今西幸蔵氏 

大阪狭山市の新しいまちづくり 

 
 地域社会の課題として 

 1．地方分権化への対応 

 2．少子･高齢化への対応 

 3．地球環境問題への対応 

等があるが、今日提案したいのは自治会をも

う一度再建してほしい、自治会とはなにかの

原点を考え直して欲しい。 

 自治会を核として、老人会、子供会などい

ろいろな会を結集して欲しい。そのなかから

円卓会議に出て新しいまちづくりのプランを

住民が構築して欲しいと思う。 

 コミュニテイの再編が必要である。大阪狭

山市は市民協働で最も進んだ市である。 

従ってモデルがない。 

しみんのちから 

２００８年版 

平成20年10月18日開催 

しみんのちから 

２００８年版 



各月ともほぼ日に一回の利用があり、注目すべきは、会合のための駐車場

利用が便利な夜間の利用頻度が高いことです。 

 

また、Meeting Space  では無線ランのインターネット環境も整っており、 

パソコン持ち込みでの会議が可能です。 

ご利用の予約は、センター備え付けの申込書又はFAXでお申し込みください。 

近隣の人たちの作品も展示販売
する。かなり広範囲なリサイクル
ショップでもある。 
 
 今後、この通所授産施設が市
内の皆さんにアピールしたいこと
は、もっと大勢の人に気楽に来て
いただきたい・・・・と。 
 
 負担にならない方法でボラン
ティアとして、会員また「ともに歩
む会」の会員として通所者とのふ
れあってもらえたら・・・・とのことで
した。 

 

 こころの病とその障害を持つ人が
「仲間と出会い支えあうことができる
町なかの居場所」をめざして、平成
6年10月にクラフトハウスはスタート
した。 
 
 社会福祉法人 自然舎の下に小
規模通所授産施設「クラフトハウ
ス 」 と 、 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー
「いーず」が補助金を受け活動して
いる。 
 
 通常、通所授産施設のどの点が
CBかを見つけるのが困難だが、こ
の施設の自主運営の部分がそれ。

Meeting Spaceの利用状況 

市内のコミュニテイビジネスの紹介 

   社会福祉法人 自然舎（じねんしゃ）  
～精神障害者 小規模通所授産施設 クラフトハウス～ 

「いーず」と「クラフトハウス」 

当支援センターでは皆さんにご利用いただける小会議スペースを提供しています。 

第3回市民活動支援セミナー 

とき：平成21年2月6日（金）AM9:30-11:00   

ところ：SAYAKAホール ２階 大会議室 

テーマ：市民自治を学ぶ～自治会は変革する～ 

講師：絹川正明氏 
    地域共生研究所長、 

    神戸西神ニュータウン自治会長 

参加費：無料 定員：90名（申し込み順） 

申込等：FAXまたはMAILで当センターまで 

申込み締切り：平成21年1月30日（金） 

        講演要旨 

 
 地方分権の流れの中で地域コニュニテイ

に注目が集まり、地域の代表的組織である

自治会、住宅会の役割が高まっています。  

地域安全、高齢者福祉、環境、まちづくり

などの分野において、自治会・住宅会はど

のような役割を果たすべきか、さらに、地域

における情報共有、行政やNPOとの連携、

地域内民主制などの具体的な事例を紹介

しながら、これからの市民自治のあり方を考

えます。 

今年4月からの利用状況 

  講師 絹川正明氏 



 求むパソコン 

視覚障害者用録音図書をつくるため、ボランティア

グループがノートパソコンの提供を求めています。 

 以前はカセットテープへの録音が中心だった音

訳ですが、最近は、著者情報やページ、見出し情

報などを含めた録音図書が利用されています。 

 提供いただける場合は、市民活動支援センター

までご連絡ください。 

謹 賀 新 年 
“人に心あり”それぞれの思いを幸せと希望に結びつけ

ることができればと迎えた新年。はたして新しい改革の

風は吹くのでしょうか。 本年も皆様のご協力・ご支援

を心よりお願い申し上げます。 当センターでは各団

体・市民活動等の情報をより多く取り込み、充実した内

容にしていきたいと考えています。 皆様の活動情報・

取材・掲載希望をお寄せ下さい。（AS） 

大阪狭山市市民活動支援センター 
 Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ Ｅｘｐｒｅｓｓ  
 発行責任者：氏川 誠 
 〒589-0005 大阪狭山市狭山１-862-5 
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 〔E/mail〕 simin025@yacht.ocn.ne.jp 
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情報ステーション 

 しみんのちからIT版を利用しませんか 

 
当センターでは209の活動団体のうちメールアドレスを登録

された各団体に、ITメディアを媒体とする up to dateな迅

速な情報提供を開始しています。 

･ご自分の団体活動を、他の分野の団体にも知らせたい 

･活動の催しや報告を、お互いに共有したい 

これらの投稿記事は各活動分野ごとに仕分けし、適宜配

信中です。お知らせしたいあなたの団体の活動や、こんな

情報が欲しい等の要望あれば「しみんのちからIT版」係ま

で記事やチラシ（添付ファイルで）をお寄せください。 

よろず相談コーナにおいでになりませんか 

 
 毎週月曜日（午前10時～4時）担当スタッフが相談  

を受けています。 

 ・市民への地域活動参加ガイド 

 ・団体で不足する人材探し 

 ・活動場所、備品調達に関すること 

 ・補助金取得情報の提供 

 ・研修会等の募集情報 

 ・広報活動の支援等 

 電話などでの予約をお願いします。 

市民活動支援センターをご利用ください 

 

 市民活動を支援するため、市民活動に関  

  する情報の収集と発信をおこなっています。 

 ･団体情報の登録と活動情報の発信 

 ・会議スペースの貸し出し 

 ・センター情報誌の発行 

 ・情報コーナー 

  （ちらし、要領、リーフレット、ポスター） 

  の設置など 

 パソコンお困り相談受けます 
 

 当センターではパソコンお困り相談を毎月第4月曜

日 に開催しています。 

無料の相談で（午前10時～3時まで）担当スタッフが

相談に乗ります。 

ご利用希望の方は当センターまで電話やメールなど

でご予約ください。 

 市広報誌（市民活動の広場）掲載記事の         

受付 

掲載を希望する月の前々月の15日まで当センター

まで申し込みください。 

ただし期限は編集の都合により変更される場合が 

あります。 

～編集後記～ 

第６回建築家 安藤忠雄 講演会in 狭山池 

 

テーマ：「人を育てるー不況を乗り越える力ー」 

日時：2009年1月31日（土）13:00-14:00（受付10時～） 

   ＊当日整理券を配布します。 

場所：大阪府立狭山池博物館 

参加費 ：無料 （先着順定員300名） 

問い合わせ：狭山池さくら満開委員会事務局 

電話：06-6944－6039 


