
 

 

 船が沈みそうなので、救命ボートに移れと言

われた。取るものも取りあえず、デッキに行く

と、次々と乗り移らされる。だれと一緒なのか

も、どこへ向かうのすら分からない。 

 大わらわで、ボートに乗り移り漕ぎ出したもの

の、どこへ向かって漕ぐのか…だれが決めてく

れるのだろう？ 「とにかく、船から離れろ！」だ

れかが叫んだので、全員が必死になって漕

ぐ。オールがないものは、身を乗り出して手で

水を掻く。かなり離れたところで、「もう、この辺

でいいだろう…」また、だれかが言ったので、

やっと一休みできた。 
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Express えっsay   協働の舟を漕げ                

  一息ついて、あたりを見回すと元の船の影

が見当たらない。ここは一体どこだろう…？ こ

れからどうすればいいのだろう…。 

 そんなことをぼんやりした頭で考えているうち

に、「とにかく、陸地に向かおう。交替で漕ぐこ

とにしよう」「まずは、体力のあるもので漕ごう。    

わたしが…」「太陽の方向からすれば、あっち

が陸だろう…」 

 知らない者同士でも、目的をひとつに、それ

ぞれの知恵と能力をフルに発揮することができ

る。まして協働するなら……。 

                   （Y・K) 
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 市立郷土資料館が６月に府

立狭山池博物館内に移転し、

府･市に狭山池まつり実行委員

会を加えた狭山池博物館の三

者協働運営が名実ともに始まっ

た。 

 喫茶「アン・ドゥ」前の屋上ガー

デンでは、池まつり実行委員会

の呼びかけに応えた市民グルー

プが新たに設置された花壇に花

苗の植え付けをして、博物館に

新たな魅力スポットが加わった。 

 整備する前は、腰丈ほどの草

がはびこっていた植え込みだっ

たが、池まつり実行委員会を中心に70人余りのボランティアが草を刈り、整地し、花壇を

設置した。あわせて、ミニ・ハーブ園も設けられ、通路を通るとハーブの香りも漂ってくる

ことも……。花壇の管理は引き続き市民グループなどが取り組み、博物館屋上に四季

折々の花がいろどりを添えることになる。 

 また、パラソルつきのガーデンテーブルと椅子が設置され、喫茶利用者のテイクアウト

の場にもなっている。屋外なので、たばこを吸う人や、ペットをお供にお茶を飲んでいる

姿も見られる。 

 今後は、南側のスペースにウッドデッキを設置する予定で、完成すると博物館の新た

なにぎわいの場になると期待される。 

熱心に花を植えつけるボランティア 熱心に花を植えつけるボランティア 



 

 

 5期のまちづくり大学も6月6日より

スタート、公開講座として第１回の市

民活動支援セミナーを開催します。 

 講師：関西大学名誉教授 

    池田敏雄氏 

 テーマ：市民活動と条例  

～どんなかかわりを持つでしょうか～ 

今回は、条例や法律が、市民活動とど

んなかかわりを持つのかについて、具

体的な事例を通して知識を得ていただ

きます。あわせて行政法の位置づけに

ついても学び、今後、市民協働による

まちづくり活動の場でこれらの存在を 

意識していただくことを目指します。 

 

日時：平成21年9月19日（土） 

    9：30~11：00 

会場：SAYAKAホール 

    コンベンション（B1) 
    大阪狭山市狭山１丁目８７５－１ 

 

参加料：無料 

定員：  90名（申込順） 

申込等：ファックスまたはメールで市民 

     活動支援センターまで 

申込締切：平成２１年9月10日（土）まで 

 

   

              

まちづくり大学の公開講座のご案内            

 21年度市民公益活動促進補助金交付申請団体紹介 【自立促進部門】その２ 

       

 姉妹都市の米国オレゴン州オンタリ

オ市から市長夫妻を始め６人の訪問

団が８月５日に訪れました。 

 大阪狭山市都市間市民交流協会が

主体となって訪問団を受け入れまし

た。 

 市内のホストファミリー宅にホームス

テイし、同協会主催のウエルカムパー

ティーに出席したり、市内の高校や小

学校を訪れ生徒らと交流したり、狭山

池博物館では狭山と狭山池の歴史に

熱心に耳を傾けました。 

 盆踊りや陶芸などの日本の文化の体

験もし満悦でした。 

 

 姉妹都市オンタリオ市訪問団が大阪狭山市に   
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 コンベンションホール 

大阪狭山市 

食生活改善推進協議会 
食育教室・ヘルスサポーター養成講座 

補助金交付 130,000円 

食育に関わる講演会と調理実習などを

市立保健センターで実施。 

 実施日 21年9月10日、12月23日 

10月15日社会見学バスツアー 

大阪狭山 

キジムナーの会 

未来を担う自分作り計画 

補助金交付 199,000円 

10年後の大阪狭山をテーマに、 

若もの、まちづくり 

いっちょかみ大作戦座談会 

実施日 21年7月19日（終了） 

 



 

 

 当センターのリーフレッ

トの改定版の作成にあたり

デザインのボランティアを

募集しました。 

応募いただいた作品から編

集校正したものです。 

ご 協 力 い た だ き ま し た

「ワーカーズふろむさや

ま」さんありがとうござい

ました。（左図） 

尚正式の利用案内は今少し改定の

上発行の予定です。 

健康ウォーキング大会 第１回を開催します  

円卓会議事務局の情報共有にメルマガ配信検討・・ 

   表紙 

ソコンお困り相談コーナー」が主体となって、南中円

卓会議事務局を支援することになりました。 南中円

卓会議事

務局に

は、既にイ

ンターネッ

ト接続可

能なパソ

コンやプリ

ンターも導入され、まずはブログ運営管理者の講習

会や、一般受信者の講習会に取り掛かる予定です。 
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 ご利用案内のリーフレットが変わります 

     裏面の内容 

  事前準備 講習会の開催 

 

日時：平成21年9月27日（日） 

集合：狭山池博物館 受付9：30 

定員：100人（申込順） 

参加料：無料 

講師：上野敏文氏 

（日本ウォーキング協会専門講師） 

講演：狭山池博物館 10：00～ 

実技指導：狭山池遊歩道 

       10：40～12：10 

申込方法：はがき・FAXで 

申込先：〒589－0032 

大阪狭山市岩室1－97－3 

大阪狭山市立保健センター 

FAX：072－367－1359 

   ウォーキング大会の開催 

 

日時：平成21年10月25日（日） 

集合：さやか公園 受付 9：00 

ところ：狭山池遊歩道周回 

募集人員：300人（申込順） 

参加費：200円（小学校以下は無料）

小学校以下は保護者の同伴が必

要、また介護が必要な方は同伴者が

必要。 

内容：狭山池遊歩道周回コース 

    9：30スタート 

各人のペース（走らないで歩く）で

ウォーキング時間制限80分以内 

申込期間：9月20日まで保健センタ 

ーまで 

市民が起点のまちづくり・・・住民のことは住民の手

で・・ その話し合いの場が円卓会議です。 

既に何度かお知らせしたように、昨年5月頃から、市

内三つの中学校区を単位とする円卓会議設立の準

備が進行し、まず南中円卓会議が立ち上がっていま

す。 その南中円卓会議事務局では、事務局発信

の各種情報をブログを媒体とするＩＴメディアを利用

して、事務局メンバーや関連参加者へのペーパーレ

ス発信を検討中です。 市民活動支援センターでは

4年前からこのブログ活用による情報共有化を推進

しており、このたび市民活動支援センターの「市民パ 

 



 

 

 市民活動支援センタースタッフ紹介
（２）当センタースタッフは女性２名を含 

               む１５名で運営されています。 

             順次紹介をして行きます。 

浅田咲子（総務グループ所属） 

「しみんのちから」の発刊に注力中
です。 

 

松尾末万（企画グループ所属） 

まち大のサポートをしています。 

 

 

佐藤恒男(企画グループ所属） 

まち研でも頑張っております 

 

台風のシーズンである。 

世の中にも嵐が吹きあれている。 

一体、私たちの生活はどう変化していくか。 

台風一過の晴れ晴れとした日を待つばかり。 

孫子の世代に安定した引き継ぎをして欲しいもの

と切に願います。 

 当センターではこのニューズレターを通じ皆様

の思い、活動、情報を取り込み、地域のつながり

に結びつけるお手伝いをしたいと思います。 

 市内各団体からの活動・取材・掲載依頼をス

タッフ一同心よりお待ち致しております。 

     （SA） 

大阪狭山市市民活動支援センター 
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情報ステーション 

 第３版「しみんのちから」近々発刊 

大阪狭山市における市民活動は教育や文化、ス

ポーツ、福祉、環境保全など、さまざまな分野でまちづくり

活動が活発に展開されています。市民活動団体を網羅し

た紹介冊子第2版では214団体の収録しています。 

第３版ではさらに活動団体の集約を高めるため編集・校

正作業をしており、近々に発刊を予定しています。 

この冊子は「知らせたい」＆「知りたい」その思いをつなぐ

ために作成されたものです。さまざまな分野で新しいつな

がりが生まれ、市民が主体となった地域活動が更に活発

になっていく事を願います。 

 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～午後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・FAX・メールなどでの予約をお願いします。 

 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日までに当 

     センターまで申し込みください。 

～編集後記～ 

 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～午

後４時まで）担当スタッフが相談を受けています。 

 ＊ソフトとハードの相談に対応しています。 

 

 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。 
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   貸し会議室が利用できます 

   平成21年度4月から会合の利用として従来 
 のミーテングスペース（A,B)のほかに貸し会  
 議室1号、2号が利用できます。 
 約8～10名程度までの会議に便利です。 
 利用料金はA帯（9:00～13:00）B帯（13:00～ 
 17:00）、C帯（17:00～21:00）いずれの時間帯 
 も300円です。 
 事前の予約が必要です。 
 問合わせ：当センターまで 


