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６月の花 

紫陽花 

 

大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

当協会は平成13年6月に、会員相互の親睦

と、大阪狭山市が姉妹都市・友好都市提携し

ているアメリカオレゴン州オンタリオ市と和

歌山県日高郡美山村（現在：日高川町）、並

びにその他、国内外の都市との市民相互の

「交流」を通じて相互理解を深め、本市の

「人づくり」「まちづくり」に貢献すること

を目的としています。また、この協会から

『狭山池まつり』が生まれ、現在は「こう

りゅう広場」で参画し、理事28人と監事2人

で運営をしており、活発な意見交換をしなが

ら事業を進めています。 

オンタリオ市事業においては、学生・訪問

団の派遣事業や受け入れ事業、また、多文化

交流事業として「外国の料理」を通じて市民

交流ができるよう、国際交流委員会が中心に

頑張っています。 

日高川町（旧美山村）事業では、本市から

ホタル祭等に市民とともに参加し、日高川町

からは狭山池まつりに参加をしていただいて

います。その他の事業についても、青少年育

成事業、プルトップ事業、他都市の市民交流

等も進めていますので是非入会していただ

き、ご一緒に市民交流を楽しみませんか。 

【年会費】個人・賛助会員：一口1,000円よ

り／団体・法人会員：一口5,000円より】 

当センターでは、大阪狭山市から

の新たな受託事業として「市内のボ

ランティアに関する情報を一元化し

て、市民の皆さまが利用しやすいよ

うに窓口の統一化を目指す業務」を

運営することが決りました。 
本格的な地域主権時代の到来に伴

い、新たな公共分野への市民の参画

ニーズがますます高まってくること

が予想され、このことに備えて当セ

ンター内にＶＩＣを開設することと

しました。 
計画では、今年度は当センターが

保有するボランティア情報と、社会

福祉協議会の活動に関連したボラン

ティア団体情報の統合化を目指しま

す。 

引き続き、市内各所に登録されて

いるボランティア人材情報を対象に

させていただきながら、市民からの

ボランティアがしたい、市民団体か

らのボランティアが欲しいなどの要

望に的確に応えられるハブ機能の発

揮に向けて準備を進めてまいりま

す。 
ＶＩＣは、市民の皆さまに親しん

でいただき、信頼していただける相

談役を目指しますので、 

ご支援とご愛顧の程をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

〒589-0005 大阪狭山市狭山１丁目862-5 
市役所南館（SAYAKAホール南隣） 

VICは7月1日開設に向けて 

準備を進めております 



 

 

 

 

 今年の狭山池まつりは昨年よりは天気に恵まれ、 

4月24日～25日開催された。来場者数は2日間で延べ 

66,000人でした。 

当センターも本部テントで販売に協力しました。 

 また、さやま検定は49人の受験があり、遠くは 

石川県・兵庫県からの受験者参加がありました。 

3年連続で博士号の取得者は11名でスーパ博士が誕生

しました。 

悩みは年々受験者が減っており特に小中学生は受験料

を無料化したが参加が少ないのが残念なところです。 

第６期 まちづくり大学の開講  
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熟年大学・第9期開講 

 

 
 

 

  

   

 

  

 

 

  

 新しい“まちづくり”は市民参加による

協働のまちづくりに変わりつつあります。 

 市民が起点のよりよい大阪狭山市づくり

のためには、市民が行政の現状を理解し、

これからの課題を行政と共有した上で市民

活動に取組む事が必要です。 

 地域で活動する市民のために開講した

“まちづくり大学”では、各分野の行政職

員が担当職務の現状とこれからを話し、受

講者の皆さんと一緒に今後を考えます。 

“まちづくり大学”は平成１９年度４月に

第１期開講、昨年まで第５期を終え約１５

０名の方々が修了されました。引き続いて

第６期受講者を募集します。 

 まちづくり大学 一般公開講座のご案内 

 第６期の講座ではどなたでも参加出来る公開講座を2講座予定しています。 

下記の日程で開催しますので、ご参加ください。 
 

●と き：6月26日（土）9：30～11：00 

●テーマ：これからの市民によるまちづくり 

●講 師：帝塚山大学大学院教授 

     中川幾郎氏 

●会 場：SAYAKA コンべンションホール 

●と き：11月27日（土） 9：30～11：00 

●テーマ：円卓会議と行政 

～これからのまちづくり推進体制のあり方～ 

●講 師：近畿大学教授  

      久 隆浩氏 

●会 場：SAYAKA 大会議室 

 

狭山池まつり・さやま検定 

  

●と き ：6月12日（土）～12月11日（土） 

     講座は毎土曜日の午前  

     施設見学は金曜日の午後 

●ところ：市民活動支援センター 

     （市役所南館） 

●受講料：2,000円（施設見学/資料代） 

●定 員：40名（先着順） 

●申 込：5月1日～5月31日（月） 

     市民活動支援センターまで 

 今年度の熟年大学は市長出席のもとで5月7日に開講

され、受講生は15教科で491名、公開講座受講生を含め

ると700名弱となります。 

 公開講座は今年度からはSAYAKAホールの大ホールで

で行なわれます。 

 大ホールでの利用は今後も受講生の増大が見込める

ために対処したものです。 

 行政との協働事業として、はや9年、生涯学習の場と

して熟年大学は元気な熟年者の集う場所としてますま

す広がっています。 



 

 

 

平成2１年度市民公益活動促進補助金事業報告会 
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2２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  

                                   【チャレンジ部門】 その1 

三津屋川を美しくする会 

 

三津屋川の美化・愛護事業 

補助金交付申請額 100,000円 

＜事業の効果＞ 

三津屋川が美しくなり、地区の景観が向

上し、地域住民が気持ちよい生活をおく

り、もって共同体意識が高まり、大阪狭

山市の文化政策に好影響を及ぼす。 

KIZUNA☆倶楽部 

 

寺子屋カフェ 

補助金交付申請額 100,000円 

＜事業の効果＞ 

老若男女すべての人を対象としたコ

ミュニケーション術のセミナーを通じ

て、市民一人ひとりが明るく生き生き

と生活し、また楽しく子育てが出来、

笑顔あふれる地域となる。 

 

    

 平成２１年度に市民公益活動促進補助金のチャレ

ンジ部門は１団体１事業、自立促進部門は８団体８

事業に補助金が交付されました。補助金の交付を受

けた団体が事業成果を報告会で発表します。 

 この報告会では、市民は、どのような事業に補助

金が支出されているのかを知ることができ、これか

ら事業を企画して補助金を受けたいと考えている団

体は、どのような事業が選ばれているのかを具体的

に知ることができます。 

 それぞれの団体が工夫を凝らした内容で報告会が

開催されます。この補助金は、市民から寄せられた

寄付金（５０％）と市の出資金（５０％）を積み立

てる｢大阪狭山市公益活動促進基金｣を活用し、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。          

平成22年度市民公益活動促進補助金交付申請事業公開プレゼンテーション開催される 

 

 今年度は、チャレンジ部門に6事業、自立促進部門には5事業の申請があり、４月１８日（日）に公

開プレゼンテーションを行いました。 

     ( チャレンジ部門 )                                              ( 自立促進部門）                                   

 

 

と き： 6月13日（日） 

     13:30～15:30 

ところ：市民活動支援センター(市役所南館） 

    講堂  

 ※どなたでも見学できます。 

事業名（団体名） 申請順 
申請額 

(千円） 

①三津屋川の美化・愛護事業 

（三津屋川を美しくする会） 
100 

②寺小屋カフェ 

（KIZUNA☆倶楽部（喜寿な☆倶楽部）） 
100 

③子育て講演会及び、その内容に沿った市民子育て情報誌作成 

（地域を耕すみんなの子育て情報誌“ママ咲く”） 
100 

④三語（英語・論語・落語）、紙芝居、茶道と琴などのイベント 

（珊瑚の会） 
100 

⑤廃天ぷら油回収による地球温暖化ストップ活動 

（特定非営利活動法人ふれ愛さやま） 
100 

⑥大阪狭山市民による、がん撲滅運動 

（大阪金剛ロータリークラブ） 
86 

事業名（団体名）申請順 
申請額 

（千円） 

① いきいきムーブメント教室  
 （大阪ムーブメント教育研究会） 

90 

②「健康文化講演会」「食育教室モリモリ」  
 （大阪狭山市食生活改善推進協議会） 

140 

③ 次世代育成支援コミュニティ子育て広場  
（特定非営利活動法人 

ニッポン・アクティブライフ・クラブ大阪狭山） 

90 

④ 第２回大阪狭山市将棋の祭典in SAYAKA  
  （若駒会） 

240 

⑤介護への理解を深める－ 

「11月11日は介護の日」－事業  
（特定非営利活動法人ワーカーズふろむさやま） 

77 



 

 

市民活動支援センタースタッフ紹介（５） 

 当センタースタッフは女性２名を含む17名で
運営しており、今回は次の３名を紹介します。 

 

 早いものでもう６月、「梅雨」の長雨の季節である。そこ

で「梅雨」の語源は・・と気になる。 これが実に面白い。 
湿度が高く黴（かび）がはえやすいから「黴雨（ばい

う）」とも言われ、これが「梅雨」に転じたとの説がある。

またこの時期は梅の実が熟す頃であることから「梅雨」との

説もあるようだ。普段の倍、雨が降るから「倍雨」というの

はこじつけか。 

また俳句に詠まれる「梅雨」も多い。 

梅雨を情緒的に捉えた「何が故、泣き続けるや、梅雨の

糸」に比し、梅雨末期の男性的な情景描写「五月雨を、集め

て早し、最上川」の有名な句は、芭蕉の梅雨を善否両面で捉

える対比として面白い。 市内活動団体の皆さんもこの時期

を、気持ちの上でうまくコントロールして乗り切っていただ

きたいと切に祈念するところである。(N)  

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 
    ☎・Fax 072-366-4664 
〔E-mail〕 simin025@yacht.ocn.ne.jp 
〔Home Page http://www12.ocn.ne.jp/simin025/ 

情報ステーション 

  

 

         

  

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～ 
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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。 

 

オンタリオ派遣学生報告会 
 姉妹都市のアメリカ合衆国オレゴン州オン

タリオ市へ3月19日から31日まで13人の学生を

派遣しました。現地での体験や交流の様子の

報告会を開催します。 

と  き： 5月30日（日）午後2時～4時  

ところ： 市民活動支援センター 

    （市役所南館 講堂） 

参加費： 無料  

申込み： 当日受付 

問合わせ 都市間市民交流協会 

     TEL367－8141 

VICチーム 

浅野 斉 

 VICチーム 

伊勢田 徳生 

  

 

         

ミーテングスペース・貸し会議室利用状況  

VICチーム 

荒川 泰藏 

 

 

 平成２１年度より当センターの会合利用は

ミーテイングスペース（無料）と貸し会議室

１号・２号（有料）に分けてご利用いただい

ています。 

 下図のように平成２０年度に比べ利用件数

が大幅に増え、当センターを活用されている

グループが年々多くなっています。 

 平成２１年度については、夜間利用の会議

が全体の４割を占め、有料による利用が５割

を占めています。 

 これは、平成２１年度から、貸し会議室

（有料）の導入が利用率を高めた要因と考え

られます。 

 ミーテイングスペース・貸し会議室は３か

月前から予約を受け付けますのでご利用をお

待ちしています。 

＊6月から貸会議室は1室のみの利用となりま

す。 


