
 

 

 救命ボートに乗り移り漕ぎ出した。 

メンバー共通の危機感が後押しするこ

とで、混乱はあるものの、めざすもの

は共有できている。 

 直面する「今」に対処するため、誰

言うともなく、それぞれの持てる力を

総動員し、一致協力して舟を漕ぐ。 

 乗り合わせたそれぞれが、自分ので

きることと周りの者のできることを、

事態の解決に向けて最適になるよう利

害を抜きに考えることが当前にできて

しまう。 

 なかなか陸は見えない。 
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Expressえっsay  協働の舟はどこへ行く               

 波に揺られ、太陽が照りつけ疲労はた

まる。 
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 このまちでのしみんのちか

らをより強めるには、｢地域

づくり｣や｢まちづくり｣と

いったテーマに関心を持つ多

く市民が集い、つながるキッ

カケとなる≪場≫を設けるこ

とが必要との声が大きくなり

つつあります。 

 

そのため市民活動支援セン

ター内に「まちづくりサロ

ン」を開設しました。 

 

第1回目は10月26日に吉田市

長を迎え、これからの市政運

営で協働する市民への期待や希望などお聞しながらの懇談と、今後のあり方に

ついて参加者で協議し「まちづくりサロン」が正式にスタートしました。 

 

11月16日の2回目は地域で活動しているNPO法人NALCの狭山支部代表を招き、活

動内容の紹介をうけました。 

 

今後も月一回のサロンが開催されますので興味のある方は当センターまでお問

い合わせください。  

 

12月の花 

椿 

大阪狭山市のマスコット 

サヤリン 

 

 

 

「どうして、こんな目に遭わなくてはいけな

いんだ…？」誰かが叫ぶ。 

 「何が起こったんだ？」「船長は何をして

いた？」「いったい誰のせいでこんなこ

と……」 

 小さな救命ボートのこと、だれか一人だけ

が助かるわけもない。そんなことはわかり

切ってはいても、ささくれ立った精神は、つ

い防衛的にまた攻撃的になってしまう。 

 目的を見失ってはいけないと思う。（K) 



 

 

   

 

 第1回 健康ウォーキング大会を開催 

 第三中学校区まちづくり円卓会議総会発足 

 市では中学校区を単位に、地域内の自治会や住宅会、ＮＰＯ、市民活動団体、事業者など

が、自主的に一堂に会してまちづくりについて話し合う場を新しいまちづくり制度（まちづくり円卓

会議）として進めています。  

今回１１月８日に第三中学校区の設立総会が開催され、すでに設立の南中学校区地域コミュニ

ティ円卓会議とあわせ、この地域に二つの円卓会議が設立されたことになります。 

 なお、狭山中学校区も設立に向けて準備を進めています。 

円卓会議の目的は、多くの市民に身近なところからまちづくりに主体的に関わる市民自治への契

機づくりであり、より市民ニーズに即した事業選択を行い、地域内コミュニティの醸成や市民協働

の推進、地域内で活動する各種団体の連携を促進していくものです。 
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    しみんのちから 

更新第３版を発刊・配布中・・です。 

市内活動団体の登録小冊子「しみんのちから」の

初版では、５５団体、更新第２版で２０９団体、今回

発刊の更新第３版では、２７０の登録団体を収録し

ています。市民２００人に一つの団体が１４の分野

で何らかの活動をされていることになります。この

小冊子編集の目的の一つは、活動団体独自のご

紹介のみならず、冊子掲載の情報を通じ、市内の

他の活動団体とも交流を深めていただく絆となれ

ばとの思いも込められてます。  

ご希望の方には無料にて配布します。 

  

 

しみんのちからICT版[メルマガ配信] 
   しみんのちからをIT媒体でサポートしています。 

 

しみんのちからにメールアドレスを登録の団体向け

に、「こんな活動をしています・・」「催事のお知ら

せ・募集」などの日々新しい情報提供の場として、

掲載記事のメルマガ配信をしています。   

昨年10月からこの１年でメルマガ配信が45号目を

迎えました。 その間に、しみんのちからＩＣＴ版を

ご利用いただいた市内活動団体をご紹介します。

皆さんもおおいにこのメルマガを情報発信の場とし

てご利用ください。 
（登録１）狭山池まつり実行委員会関連、(登録4)あまの街道、(登録5）ニッポンアク

ティブライフクラブ、(登録8）ワークレッシュ、(登録12)ふれ愛さやま、(登録16）さやまコ

ミュニティクラブ、(登録24)ワーカーズふろむさやま、(登録25）音楽愛好家協会、(登

録30)グローバル スクール、(登録36)大阪狭山アマチュア無線クラブ、(登録37)キジ

ムナーの会、(登録40)大阪狭山レクリエーション協会、(登録50)日本ボーイスカウト狭

山第一団、(登録55）大阪狭山市熟年いきいき事業、(登録60)SAさやまシルバーア

ドバイザーSAYAMA、(登録68)たんぽぽ、(登録69）MVS メンズボランティア、(登録

72)大阪狭山市都市間市民交流協会、(登録80）大阪ムーブメント教育研究会、

(登録109)大阪狭山トランポリン協会、(登録113)中国を知る会、(登録166)大阪狭

山プリティーコーラス、(登録189)大阪狭山食生活改善推進協議会、(登録204)まち

ずくり研究会★ その他の市関係団体、狭山池博物館、公民館、大阪狭山市立

保健センター、男女共同参画推進センター、南中円卓会議事務局、市・人権公報

グループ、マスコットキャラクター運営委員会 

 

  

 秋晴れの中、第1回の健康ウォーキング大

会が10月25日（日）さやか公園、狭山池周回

路で開催されました。 

 

 この行事は新健康２１運動を受け、大阪狭

山市と熟年いきいき実行委員会による協働事

業として開催されたもので、市長の狭山池周

回歩数あてクイズや協賛の企業からの参加

景品も出て楽しい大会になりました。 

 

当日の参加者は約500名、この行事は毎年開

催の予定です。 



 

 

 

関西NPO支援センターネットワーク(KNN)第14回研究会 

当センターで開催 

ミーティグスペース・貸会議室の利用状況 
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21年度市民公益活動促進補助金交付申請団体のシリーズ紹介  

                                     【自立促進部門】その３  

平成21年度から当センターの会合利用はミーティン

グスペース（A・B）と貸会議室（1号・2号）に分けてご

利用頂いています。 

右図のごとく平成19年度から毎年利用件数が増えて 

おり当支援センターを活用されているグループが多

くなっていることは喜ばしいことです。 

特に平成21年度から貸会議室の導入が利用率を高

めた要因と考えられます。 

ミーテングスペース・貸会議室は３ケ月前からの予約

を受けますのでご利用をお待ちしております。 

 

大阪ムーブメント教育研究会 

いきいきムーブメント教室 

補助金交付  90,000円 
 

スカーフ、カラーロープなどのムーブメン

ト遊具を使い、市立コミュニティセンター

音楽室で教室を実施中。 

実施日 基本第３土曜日 

エスコート・ブルー大阪狭山 

シルバー交通安全・健康フェスタ 

補助金交付 181,000円 
 

交通安全講習会。循環器科医師の講

演と舞楽の演奏を市立コミュニティセ

ンターで催行。  

 実施日  21年10月16日 

 

 

 

11月25日（水）大阪ボランティア協会傘下の関西NPO支

援センターネットワーク（KNN)主催の拠点訪問が当セン

ターで行われ、次の団体が参加しました。 
（参加団体）大阪狭山ボランティア協会準備室、大阪ボラン

ティア協会、コミュニティエンパワーメント東大阪、すいた市民

活動を活発にする会、とよなか市民活動支援センター、大阪

狭山市市民協働・生涯学習推進グループ、当センタースタッ

フ（参加者総数27名）。 
 

第1部では当センター所長による、組織のあゆみ、当市

の概要、市民活動推進の現状などをＰＰスライドで説明。

第2部ではＳＡＹＡＫＡ小ホールの熟年大学の大学祭を

参観。その後SAYAKA会議室に席を移して、①狭山池博

物館の三者協働運営を狭山池まつり実行委員会の武田

会長と鳥山さん、②高齢者対策として官民協働事例を

熟年いきいき実行委員会林田代表がそれぞれ発表しま

した。 

      公益活動補助金促進補助金の申請は市民活動支援センターがサポートしています 



 

 

 市民活動支援センタースタッフ紹介３） 

 当センタースタッフは女性２名を含む 

      15名で運営しており、今回は次の３名を 

    紹介します。       

 

 

              

 

 

 

 

  寒い冬と付き合う季節となりました。冬の暮らしにつ

いて思いつくままに・・・・ 
 
 落ち葉、枯葉、枯木立は一見「暗い滅びの世界」を感

じさせますが、よく見ると寒さに立ち向かう周到な準備

と、逞しい「生の世界」があることに気づきます。 

草や木々は春のため、すでに新芽を作り終えています。  

 

ここで、私たちの冬の暮らしを振り返って見るとどうで

しょう。 閉ざされた部屋でぬくぬくと暮らしていませ

んか。 心を外に向け寒風の中に飛び出し、冬将軍を友

にすることがなにより大切。そうすれば、自然に勝つ術

が身につき、豊かさや便利さに溺れない自然に還ること

の大切さに触れることができると思います。 （Ｎ） 
      

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 

 さやりんの着ぐるみ貸します 

 

 平成２0年に誕生した市のマスコットキャラク 

 ター「さやりん」の着ぐるみを貸出し致します。 

 皆さんの活動に必要な場合、どうぞご利用くだ 

 さい。 

 ご利用は下記の問合わせ先に 

 

問合わせ：大阪狭山市マスコット運営委員会 

       大阪狭山市商工会内 

       ３１６－３１９４ 担当梅川さん 

 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 

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 

 当センターまでお申し込みください。 

～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。  

パソコンに詳しい担当スタッフが、ソフトやハードの相

談に無料にて対応します。（受付午前10時～午後３

時）。 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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林田碩而 

(事務局長) 

大野憲夫 
(総務グループ) 

氏川誠 
 (ニューズレターの編集) 

センターのご利用案内を更新 
 

当センターでは皆さまの活動情報や掲載記事を

掲載します。情報をおまちします 

 

姉妹都市・オンタリオへ学生を派遣 
姉妹都市のアメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市

へ派遣する学生が決まりました。この派遣事業は、

都市間市民交流協会が毎年、市内在住の高校生・ 

大学生を対象に募集しているものです。 

今年度は13名の学生たちが、来年の３月19日(金)

に出発、４月１日(木)までの14日間、オンタリオ市で

ホームステイし、オンタリオ市の青少年や市民と交

流することで友好を深めます。 

センターの利用案内を更新しま

した。当センターの活動・サー

ビスの内容をわかりやすく記載

しました。ご活用下さい。 


