
 

 

  

目次： 

 

市民活動を応援します 

 
1 

Expressえっsay  

             

 
1 

南中学校区円卓会議の

いま 

 

２ 

第3中学校区円卓会議 

役員会開催 

 

２ 

狭山中学校区円卓会議

への 

設立準備会開催 

 

２ 

まちづくり研究会では  

３ 

情報ステーション ４ 

 

CBの紹介 ３ 

21年度市民公益活動補

助金交付申請団体 

３ 

 Expressえっsay   タヌキの棲みか           

2010年3月 

VOL.１９ 

大 阪 狭 山 市 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー  

市民活動を応援します 
 
 

- 1 - 
 

３月の花 

沈丁花 

 

大阪狭山市のマスコット 

サヤリン 

 

 

 

 

～平成22年度大阪狭山市市民公益活動促進補助金～ 
 市民活動に対して、市が資金援助をしています。市民公益活動促進補助金は、市

民から寄せられた寄付金と市の出資金を積み立てをし。「大阪狭山市市民公益活動

促進基金」を活用するもので、平成16年から実施しています。 

この補助金は、分野やテーマを特定せずに、多数の利益につながる多様な市民活動

を支援するものです。 

●チャレンジ部門とは？ 

・総事業費が30万円未満の事業で、新し

い公共サービスのあり方を実践的に提案

する事業もしくは過去にこの補助金の交付

を受けていない団体が取り組む事業 

 ・補助率 3分の2 
 ・限度額 10万円 

 ・上位 10事業までを優先採択 

●自立促進部門とは？ 

・総事業費の上限に制限はありません 

・補助率 2分の1 

・限度額 50万円 

「複数年の繰り返し事業はチャレンジ部

門と自立促進部門を通算して5年を限度と

し、補助金の限度額をスライド的に減額

されます」 

●対象になる団体は？ 

・継続して1年以上事業に取り組める団体＊ 

・3人以上の役員がいる 

・大阪狭山市内に事務所がある 

「一過性の事業を目的とする実行委員会は 

対象になりません」 

●対象になる事業は？ 

・22年度中に大阪狭山市内で実施する市 

 民公益活動 

・国、地方公共団体などの補助を受けて 

 ない事業 

・「文化会館利用料（施設等の使用料、 

 人件費を含む）5万円を超えるものは対 

 象になりません」 ＊継続した事業展開が可能な団体と認

められば、必ずしも1年以上の活動歴を 

要しません。 

●応募期間 平成22年3月27日（土）～4月5日（月）（郵送の場合は当日消印有効） 

●問い合わせ 申請に関する相談は当センターが対応のお手伝いをいたします。 

 狭山池博物館の屋上ガーデンにタヌキ

が出没するという。以前、うわさに聞い

たことはあったが、今回は、同じ日に目

撃した複数の人から直接聞いた。決して

二本足の親爺ではなく、四本足の本物だ

という。確かに、屋上の植え込みの中な

らめったに人は近付かないし、野犬に襲

われることもない。 

 博物館が建つ前の藪なら何の不思議も

ないが、建設時からすれば10年以上も

経った現在、当時のタヌキが生きながら

えていれば、それこそ相当な「狸」に違

いない。 最近はタヌキやキツネに化か

されるという話を聞かなくなった。その

代り、振り込め詐欺や、架空の投資話、

食品の産地偽装……。ヒトがヒトを化か

す話なら枚挙にいとまがない。タヌキが

化かすのは一人、せいぜい二、三人だ

が、ヒトの場合はケタ違いの大勢が相手

だ。しかも自分の利益にさえなれば他人

のことはどうでもいい。 

 共に生きるには、相手がいる。「他」

があってこそ自分もある。（ｋ生） 
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狭山中学校区円卓会議 設立説明会の開催 

 

 

 
 

 

 

 

 

 平成22年度 事業提案のあらまし 
 南中学校区の円卓会議は昨年2月に設立され2年目

を迎え、地域のニーズに沿った事業化の提案がなさ

れ部会ごとに次年度の事業テーマを中心にした話し

合いが活発になりました。 

＊地域コミュニティ部会：コミュニティ 

 活動に協力してもらえる人材バンクづくり、 

 コミュニティカフェ事業など。 

＊福祉・青少年健全育成部会：ふれあい事業 

 サロン活動。 

＊環境部会：自然環境と住環境のグループに 

 わかれ花いっぱい運動の話し合い。 

＊防犯・防災部会：アンケート内容、青色パト 

 カーの導入、防犯カメラの設置など。 

 

   

  

提案した内容 提案額 

地域コミュニテイネット 

ワーク事業 

1,165千円 

コミュニティカフェ事業 2,488千円 

サロン事業 123千円 

花いっぱい運動事業 838千円 

 

健康モデル地域事業 300千円 

 第3中学校区円卓会議 役員会開催 

  昨年11月に設立総会がおこなわれ今後の会議の

運営方法、交流会の開催についてなどの協議のた

め2月6日に役員会が開催された。 

 

 第3中学校区の構成員は71名で役員会の構成メ

ンバーは21名＋相談役です。 

 今回の役員会では事務局部門の6名を決めた。 

 

 今後3月14日の交流会後に人選を決め 

幹事会をスタートさせる方向です。  

 

 

 

 狭山中学校区準備会では12回の設立準備会

をへて設立説明会が2月7日市役所会議室で開

催された。 

 当日は約70名が参加して準備会の説明を受

けたが円卓会議についての理解度の温度差あ

り今後さらに啓発活動が必要になる。 

 準備会からは設立総会開催と市への設立届

けに向け準備が進められる。 

 尚準備会への参加と構成員を広く募集中で

皆様の参加をお願いします。 

 

まちづくり円卓会議事業実施要綱-抜粋- 

１．概要 中学校区を単位として、地域で様々なテー

マに基づき活動する団体等が自主的に集まり、地域内

における課題やまちづくりに関する議論と合意によ

り、市に予算を提案する大阪狭山市まちづくり円卓会

議(以下会議という）を設置します。 

２．設置要件 地域内の自治会、住宅会、NPO、

市民活動団体、事業所等、広域な地域の構成員 

の参画を保障することを会議の設置要件としま



 

 

 

まちづくり研究会では・・ 
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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（２１年度分最終回）  

                                    【自立促進部門】 その４  

ＮＰＯ法人 
ニッポン・アクティブ・ライフ・クラブ・大阪狭山 

 

   コミュニティ子育て広場 

    補助金交付  11,000円 
 誰もが安全に子どもを産み育てることが

出来るよう、居場所の空間を整え充足さ

せる。おでかけなかよし広場は月2回コ

ミュニテイセンターで保護者および就学

前の幼児。 

NPO法人  

日本ヒーリング音楽協会 

   

心の疲れをとるための 

ヒーリングコンサート 

補助金交付 63,000円 
 季節の音楽による癒しのコンサートを

実施、平成21年度6月,9月,12月, 平成22

年3月の4回。 

 

 センター運営の中核である「まちづくり大学」履修者の受け皿

として活動する「まちづくり研究会」では、今期も三つの成果を

推進しています。 

１．自治防災分科会  

   前期の火災報知機設置推進活動に引き続き今期は、 

  児童見守り用の夏用ベストの資金調達推進 

２．環境分科会 

   大阪狭山市ごみ減量推進協議会の提言と設置へ。 

３．行政改革分科会 

   市政情報の公開状況の調査を完了し近々発表会を 

    開催。 

この他の二つの分科会もそれぞれ独自の活動を展開中。 

   （平成２２年度まちづくり大学は６月に開講します） 

    

 

子ども見守り隊のブルゾンは、夏には夏用ベスト着用へ 

 

CBの紹介 

 

ＮＰＯ法人 デイハウス 花・花 
認知症対応型介護通所施設 

 住み慣れた地域で生活可能な社会を

実現するために、暮らしやすいまちづくり

NPO法人音楽愛好家協会こんごう 
 

 大阪の南の地に音楽文化の根を張

り、花が咲くよう様々なクラシック音

楽を発信の団体です。 

 自分たちの住むまちの文化施設を自

分たちが利用せねばと、SAYAKAホール

の利用活性化支援を推進し、年間利用

率は20回を超す。会誌には、協賛法人

会員名も紹介してＣＢの片鱗を。 
いきいき農園 
 ８年にも及ぶ有志会員による自主農園 

会員の熟年者が自主運営で農作業を 

楽しみ農作物は朝市として、廉価に地

域へ還元する。 

 

 その朝市即売会へは、新鮮と安心な

野菜を求めて市民消費者が続々とやっ

てくる。 

人生の拠り所や、暮らしの基盤を自宅に

残したまま、居を移さないですむあり方を

創出支援している。 

 地域での生きがいある働く場づくりの 

 ＣＢ例。 

 市内のＣＢ（コミュニティ・ビジネス）活性化例として、各種ＣＢ団体を、市民活動支援センターＨＰで巡回

紹介してきましたが、今回はその最終回。 

      （各種CB例は支援センターＵＲＬへ： http://www12.ocn.ne.jp/~simin025/) 
 



 

 

市民活動支援センタースタッフ紹介（４） 

 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。 

 

 オリンピックの画像に一喜一憂の日々もあっという間に過ぎ去りま
した。開催地バンクーバーと言えば、４年前にカナダツアーで立ち
寄ったときのことを思い出します。 
 市内のビクトリア公園を昼と夜の２回訪れたところ、夜の部では特
別歓迎の狸があちこちに顔を出してくれました。 
 立ち上がって我々を見る様はまるで見世物の感です。 
 そう言えばこの市内でもあちこちで狸を見ることができ、この支援セ
ンター周辺にも夜な夜な狸の親子が出没しています。  
 どうやら、近辺の宅地造成のあおりで長年棲み慣れた？場所から
引越しの止む無きに至ったのか排水溝を中心に行動することが多く
なったようです。 
 一方、自宅横の新池堤防がお宿の狸もおり、天気の良い日には
日向ぼっこなどを見かけますが、これも近い将来、堤防の護岸工事
のために 引っ越しを余儀なくされること間違いなし。 さて、住人感
覚の狸さまには、市民活動支援の手を差し伸べる手段はないもので
しょうか。 （M生） 

大阪狭山市市民活動支援センター 
 News Letter Express 
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情報ステーション 

めざせ狭山博士 

 「さやま検定2010」は4月11日（日）13:00受

付 検定試験：14:00-15:00 検定場所：市役所別

館。3年連続して合格された方には、「スーパーさ 

やま博士」の称号が授与されます。 

テキストは500円。大阪狭山市市役所、市民活動支 

援センター、狭山池博物館、大阪狭山市商工会等で

頒布しております。 

問合わせ：狭山池まつり実行委員会「歴史文化部」 

（大阪狭山市商工会館内 ℡：360-3805） 

 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

相談に無料で対応します。（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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当センターでは皆さまの活動情報や記事を掲載し

ます。情報をおまちしています。 

狭山池まつり２０１０参加者募集 
～4月24日（土）・25日（日）に開催決定～ 

 今年も、24日は模擬店・龍神舞台や遊覧

ボート、「灯火輪」、さやま検定表彰などを

行います。25日は恒例になったクラシック

カーミーテイングやフリーマーケット・市民

模擬店・エコロジーランドや龍神舞台など盛

り沢山の行事が実施されます。 各種申し込

みチラシは支援センターまで 

問合わせ：狭山池まつり実行委員会事務局 

（大阪狭山市商工会館内 ℡：360-3805） 

長町全規 

（パソコンお困り

相談） 

植山英一 

（ICTグループ） 

鈴木公一 

（総務グルー

プ） 


