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大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

  

 

 ママさんバレーを通して体力の維持や向

上、そして地域のコミュニケーションを深める

ために、行政からの協力も得ながら活動をス

タートしておよそ35年が経とうとしています。 

 当初は野外での活動で、小石を拾いなが

らコートを作ったそうです。 

 それを思うと狭山は市立総合体育館、池

尻体育館など、バレーボールコートが5面も

あり、大変恵まれていると思います。 

 その一方でスポーツ人口が減少している

のでしょうか、どこのチームも部員不足に頭

を悩ませています。 

 フルタイムで働くママさんも増え、時間に

ゆとりが無くなったのも一因かと考えます。 

 また団体競技のバレ―ボールは、何時で

もできる個人競技に比べて始めるきっかけ

が難しいかもしれませんが、何か運動したい

と思っている皆さん、ぜひ各練習場へ足を

はこんでください、 お待ちしてます。 

問い合わせ：谷村博子（☎366-2297） 

大阪狭山市バレーボール連盟（登録 NO.104） 

通信文 
「アレルギーの子供への救援食料」 

 探してください被災地の送り先… 

 日本アトピー協会大阪から依頼⇒ 

 東日本大震災の被災地の皆様には心からのお見舞い

申し上げます。「アレルギーの赤ちゃん用の粉ミルク

などの支援物資を岩手県盛岡滝沢村の救援物資セン

ターに届けてあるので被災地で必要な方へ連絡してく

ださい」・・との日本アトピー協会からの依頼を大阪

狭山市のアマチュア無線クラブが中継。迅速に被災地

の岩手県盛岡市子ども医療支援センター経由で、もり

おかこども病院へお届けすることができました。電話

が通じない災害地への電波メディアやインターネット

を駆使した災害ボランティアのお手伝いとして少しだ

けでもお役に立った一例の紹介です。 

岩手の無線局 
JXX7XXX 

しみんのちから登録NO.36 

大阪狭山アマチュア無線クラブ 
JK3ZCR 

当センタ―受付にあります 

ご協力をお願いします 
探しました・・ 

届けてください 

  ⇒の病院へ 



 

 

  

 

 ＶＩＣ開設記念シンポジウム・・パネルディスカッションから 

 熟年大学・・・10年目の開講式 

  
   

   狭山池まつり2011が今年も4月30日と5月1日

の２日間開催されました。 

 今年度は東日本大震災により開催を自粛す

る意見も出ましたが、今回は東日本大震災被

災地の復興に向かって“こころをひとつにみ

んなでがんばろうWE CAN”の掛け声でが開催

されました。 

 初日は天気もよく風もなく素晴らしい灯

火輪になりました。 

 狭山池まつりへの2日間の入場者は45,000

人で募金活動も行い、義援金は市役所を通

じて被災地へ届けられました。 
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  平成23年1月22日に開催した、標記のパネルディスカッ

ションの概要を、前号の基調講演の報告に引き続きお伝

えします。 

  狭山池まつり実行委員会の武田会長からは、信念にも

とづき参加したボランティア活動で楽しさを味わえるこ

とがベストであり、出会った仲間と一緒に達成感や、充

実感を味わってもらえることが楽しみに通じると考えて

いる。 

  一方では、多くのボランティアを募る仕掛けが、現状

では人と人とのつながりのみで成り立っており、毎回一

抹の不安感がある。 

  今後のＶＩＣの支援活動にはこの点で期待したいとの

ご意向がありました。 

  大阪府市町村ボランティア連絡会の井上会長からは、

ボランティアを募ることをあまりシステム的に進めるこ

とには賛成できない（心が枯れる）とのご忠告を受けま

した。 

  また、最近はボランティア参加者の高齢化も問題と

なっている、ＶＩＣは若い人たちに参加してもらえるよ

うな支援活動にも力を注いで欲しい。 

  募集しやすい高齢者層を募ってシステム的に支援する

だけでは、現状の市民活動のひずみを改めていくことが

できないとのご指摘がありました。 

  南中学校区地域コミュニティ円卓会議の川竹事務局長

からは、地域における市民によるまちづくりの課題は多

岐に亘り、これらに対応していくためには、企画段階で

も実行段階でも目的別に沿って活動してもらえる市民ボ

ランティアを集める必要があり、この局面でのＶＩＣの

活動に期待したい。 

  また、ボランティアに対しての無関心層や若者向けの

地域活動への参画促進にも力を注いで欲しいとのご要望

を受けました。 

  他にも、お三方のパネラーからは、支援センターがＶ

ＩＣの立上げを機会に社会福祉協議会や、公民館等との

連携関係を強めて、総合的なボランティア窓口機能が発

揮されていることが望ましい。また、定年退職後の有能

な市民に対しても具体的な形での地域活動への参加を啓

発していくことが必要であるなどのご意見をいただきま

した。 

  私共は、ＶＩＣに課せられた役割の大きさを改めて認

識し、全力で取組むべきとの決意を新たにしました。 

 

狭山池まつりも10年目・・・  こころをひとつに 

  

市民活動支援センタ―所長 

白井 隆 

 熟年大学は平成14年にスタートし今年で10年目を迎

えます。 

 1年目の開講時は専門科目は歴史、園芸、保健体育

の3教科で各40人と一般公開講座受講生を含め360人 

でした。 

 現在は専門教科が日本史、考古学、中国歴史、世界

史、歴史文学、美術Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、絵画Ⅱ、園芸、野菜栽

培、健康体力づくり、健康スポーツ、体操・（午前部・午

後部）と15教科になり生徒数は約500人と一般公開講座

受講生を含めると700人を超える。 

 熟年大学以外の熟年いきいき事業が実施している他

の行事に参加されている人達も含めると約3,000人を超

える方が活動しています。 

 元気な熟年者の輪もますます広がりを見せている。 



 

 

平成23年度市民公益活動促進補助金交付申請「公開プレゼンテーション」 

 

- 3 - 

平成22年度市民公益活動促進補助金事業報告会 

  

国際交流震災支援の祈り 

５月１日に開催された狭山池まつりの

「こうりゅう広場」で、大阪狭山市の姉

妹都市アメリカ合衆国オンタリオ市での

派遣学生達の交流の様子の写真展示があ

りました。 

その多くの写真の中に千羽鶴が写った

一枚の写真を見つけました。 

３月１１日の東日本大震災の犠牲者へ

の哀悼の気持ちと被災地で過酷な生活を

されている方々への復興の思いを表すた

めにオンタリオ市長が率先して市民に呼

び掛けて折った千羽鶴の写真です。 

１羽１ドルでチャリティー販売し、目

標は１００００羽、１００００ドルを地

元の日系アメリカ市民連盟を通じて日本

に義援金として送られます。 

すでに４０００羽を販売したそうで

す。太平洋を越えた心からの祈りが込め

られた折り鶴。 

狭山池まつりのキャッチフレーズ『み

んなでがんばろうWE CAN』そのものがオ

ンタリオ市で広がっています。 

  

 団 体 名 事 業 名 申請額 
（千円） 

１ 
ＮＰＯ法人 青少年文武育成会  

伝統空手道・古武道大会 

 IN OSAKASAYAMA  
100 

２ 大阪狭山市アレルギー・アトピー 

サークル「スマイル・スマイル」  
親育ち・子育て企画  100 

3 大阪狭山小学校英語活動支援の会  「ふれあいの里」英語キャンプ  100  今年度の市民公益活動促進補助金

事業は、チャレンジ部門に3団体3事

業、自立促進部門には6団体6事業、

補助金総額1,345,000円の申請があ

り、4月17日（日）に公開プレゼン

テーションが行われました。 

 審査結果（交付決定）は5月末に

各申請団体に通知され、同時に市の

ホームページで公表されます。 

 団 体 名 事 業 名 申請額 
（千円） 

１ 特定非営利活動法人 

池尻地域振興会  

協働のまちづくり事業  
250 

2 特定非営利活動法人 

ワーカーズふろむさやま  

介護への理解を深める 

「11月11日は介護の日」事業  
231 

3 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  100 

4 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  

次世代育成支援 

コミュニティ子育て広場 

～おでかけなかよし広場～  

80 

5 三津屋川を美しくする会  三津屋川の美化・愛護事業  149 

6 
若駒会  

第３回大阪狭山市将棋の祭典 

in SAYAKA  
235 

自立促進部門（申請順） 

平成22年度の市民公益活動促進補

助金のチャレンジ部門は6団体6事

業、自立促進部門は5団体5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による

事業の成果を発表し、事業報告会で

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

と、これから事業を企画し補助金を

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。 

とき 6月19日（日） 

   午前9時30分～11時30分 

ところ 市役所南館・講堂 

  （ＳＡＹＡＫＡホール南隣り） 

※だれでも自由に参加できます。 

 

チャレンジ部門（申請順） 

昨年の事業報告会の様子 



 

 

メールBOXが利用できます   

  地震に津波に原発被害の三重苦・・・3月11日に発生した東
日本大震災の映像が瞬時に世界を駆け巡った、編集子の妹家
族も被災地にいる。安否確認が取れたのは震災発生から５日後
だった。 

 

  義援金や支援物資が大量に被災地へ送られても混乱の中適
切に被災者に届かない。  『アトピ‐性こどもへの救援物資はど
こそこにあるから受け取って…』とのアマチュア無線による活動
が即役立ったのは、日頃の訓練の成果か・・・。 

 

  便利な世の中でも電話や携帯電話も繋がらないのが災害
時。 アマチュア無線局は非常時の訓練をして、いざそのときの
ために備えているという。 そんな日常の支援もボランティアで
あることを記事にできたのが嬉しい。 

 

  義援ボックスも月々軽くなっていく。 被災地の皆さんが、これ
からの梅雨や夏の猛暑をなんとかしのげるよう心からの支援を
送りたい。（U) 

 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ﾒｰﾙ〕 simin025@yacht.ocn.ne.jp 

〔ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ〕 http://www12.ocn.ne.jp/simin025/ 

〔VIC・Eメール〕vic@osakasayama-vc.jp 

〔VIC・ホームページ〕 http://www.osakasayama-ｖｃ.jp 

 

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～ 

- 4 - 

  しみんのちから登録団体(No.53)の[ 邦楽コンサート

実行委員会]（代表寺田さん）が、東日本大震災の被災地

の皆さんへの心の支援を・・と、6月から９月にかけ下記

日程で琴の演奏会を市役所のロビーで全８回行います。 

演奏日程・6月10日(金）・20日(月）・7月8日(金）22日

(金)8月5日(金）22日(月）・9

月9日(金）16日(金) （いずれ

も正午～45分間） 

 がんばろう日本!!   
静かなお昼時の市役所ロビーに

癒しの旋律が響きます。 

市役所にお越しの市民の方は、

ぜひ琴の音色と共に、東日本の

被災者への思いを馳せ、励ましのエールをお送りくださ

い。 
 

「しみんのちから」登録団体募集！！ 

「しみんのちから」第４版の発刊

の準備を進めています。 

 この今秋の発刊にむけて、新規

登録の受付や、現在登録頂いてい

る団体の更新情報を集めていま

す。皆様の活動の広がりに必要な出会いの場と

して、少しでも多くの登録を頂ければ、まち

づくりに繋がっていくことでしょう。 

 どうぞ、この趣旨をご理解のうえ、いつでも

当センターまで連絡をお願いします。 

連絡は電話・FAX・メールをご利用ください。 

 

  ブログで情報共有化を始めませんか  
 当センターではワードで書き込む要領で とても簡

単に毎日の活動を発信できる無料ブログ形式の利用

方法を紹介します。 

 ボランティア間の双方向で写真・資料などを添付し

た情報交換ができます。 

興味のある団体の方は当センターICTチームへ相談

ください。 

 また毎月第４月曜日は無料のパソコンお困り相談を

開催していますのでご利用ください。 

 （要予約） 

           

東日本大震災の復興を祈念して 
市役所ロビーで琴の演奏 

 支援センターのワークステー

ション内にメールBOXを設置

し、「しみんのちから」登録団体

は無料で利用いただけます。 

 いま若干の空きがありますの

で、利用希望の登録団体は当

センターまでお申し込みくださ

い。 

大阪狭山市駅

徒歩4分 

 


