
 

 

目次： 大阪狭山発第1回災害

ボランティアバス 

 
1 

しみんのちから 

登録予定団体紹介 

 
1 

夏のジュニア 

ボランティアスクール 

開講 

 

２ 

ふれあいの里 

英語キャンプ 

 

２ 

第1回災害 

ボランティアバスに 

参加して 

 

２ 

友好交流 

姉妹都市 

オンタリオ市 

派遣学生 

３ 

 

車いす基礎講座・開催  

３ 

情報ステーション ４ 

 

将棋の祭典 

in 

SAYAKA 

 

３ 

[しみんのちから]登録予定団体紹介   

201１年9月 

VOL.25 

大 阪 狭 山 市 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー  

『大阪狭山発 第1回災害ボランティアバス』 

       南三陸町被災地支援プログラム 

- 1 - 

大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

 

 ｢陶器山｣は大阪狭山市にある唯一の山と森。

そこを千年の昔 空海が高野山へと通った道が

あまの街道です。 

 ニュータウン開発で堺・狭山の境界丘陵が雑 

木林のまま３キロ奇跡的に残りました。 

 春は萌え出る新緑、夏は樹々のトンネルで涼

しく冬は落葉を踏みしめて、自然を感じる癒し

の道で大阪の道９９選に選ばれています。 

 平成２２年１２月末からの宅地造成によりあま 

の街道沿道間際まで雑木林が全て伐採されま 

した。 次の二次開発予定地はそこより三都神

社に至る雑木林です。 

 準絶滅危惧種キンラン等希少植物が群生し４

００～５００種のキノコが自生し年間７０～８０種の

野鳥が飛来する森です。 

 狭山に唯一の残された多様な植生と生態系 

自然景観を次の世代にせめてこのままの姿で

残したい。 

一旦失われた自然の復元は不可能なのです。 

 「三都神社までの森を残して」強い危機感を

懐いた人達でこの会を立ち上げました。 

 陶器山とあまの街道の自然を残し歴史ある住

みよい狭山になる様是非一員になって下さい。 

 

 連絡先：代表 窪田由紀  

 ℡ 090-１952-0285  ｆａｘ 072-367-8397 

あまの街道と陶器山の自然を守る会（登録予定 NO.292） 

当センタ―受付にあります 

ご協力をお願いします 

夏のボランティア特集！ 

 大阪狭山市社会福祉協議会では、7月15

日に、第1回災害ボランティアバスを、東日

本大震災被災地の宮城県南三陸町に、第

2回目の災害ボランティアバスも8月26日に

現地に赴きました。              

この災害ボランティアに興味のある方は大

阪狭山市社会福祉協議会へ連絡くださ

い。 

＊次ページに 第1回災害ボランティアバス

参加者レポート掲載してます。 

写真は第1回目災

害ボランテイアに

参加された一行 

36名の方 

写真提供 

大阪狭山市社会福祉協議会 

村田氏 

 



 

 

  

 

夏のジュニアボランティアスクール 開講                 

『ふれあいの里』英語キャンプ 

  

０泊３日のバス旅行はさすがに

驚きましたが、参加者に若者が

多いこともそれ以上の驚きでし

た。 夜行バスは眠れません

が、朝到着するや、目にするの

はテレビで報道された凄まじい

現場を目の当たりにして、ハッ

と目が点になってしまいまし

た。 私のような高齢者は避難

所のカフェの掃除、水撒き、草

引き。若者は炎天下、瓦礫の撤

去や泥出しの重労働。社会福祉

協議会のスタッフの行き届いた

配慮で５時間の作業は無駄な

く、充実感を残してくれまし

た。 何よりの感動は若者達

の、「来て良かった、機会があ

れば又参加する」と埃まみれの

感涙と笑顔でした。 

 私も役に立てる機会があれば

また行きたい！（K） 
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第1回災害ボランティアバスに参加して ≪参加者のレポート≫ 

  

 ＮＰＯ大阪狭山市小学校英語活動支援の会では小学校4年～6年生

を対象に『ふれあいの里』で8月2日～3日、38名の児童と運営ボラ

ンティア11名が参加して行われました。 

 英語での自己紹介、ゲーム、名札作り、バードコール作りにも挑

戦し、夜にはキャンプファイヤを楽しみま

した。 これにオーストラリア人家族とオ

ンタリオ市からの派遣学生が3名参加協

力し生の英語と触れ合う良い機会であり

ました。 

 参加の児童もおくすることなく楽しんで

いる様子も頼もしく感じました。 

 この行事は平成23年度大阪狭山市市

民公益活動促進補助金対象事業として

開催されたものです。 

さやまお話の会 

メンズボランティア狭山（クラフト） 

さやまおりがみ倶楽部 

 さつき（手話） 

午前の公民館で行われたプログラム 

 夏休み前半７月２９日に大阪狭山市

社会福祉協議会のボランティアグルー

プ連絡会では小学校低学年の児童30

名集め、午前は公民館で、初対面の

人とのコミュニケーションの基礎を体験

し、その後5つのコースに分かれボラン

ティアツールを学びました。 

 午後からは、関西サイクルスポーツ

センターでの野外活動で汗をながし、

自発的・主体的なボランティア活動に

取り組める様グループ活動を通じてコ

ミュニケーション能力向上のきっかけを

体験しました。 

午後の関西サイクルスポーツセンターで 

行われた野外活動 

7月15日に出発したボランティアバス 

夏のボランティア特集！！ 



 

 

友好交流/姉妹都市オンタリオ市派遣学生 
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 今回は第3回目として大阪狭山市社会福祉協議会

のボランティアセンターでは8月22日に公民館で大阪介

護福祉士会より講師を招いて車いすの選び方、使用方

法などの実践を交えた講習会が開催されました。 

 車いすの種類が短時間の移動目的の標準型や個別

に長時間使用されるモジュール型などある事がわかりま

した。 

 実際に車いすに乗車して地面の凹凸を感じたり段差

の障害物を乗り越える方法などについて支援する立場と

支援される側の両面を体験しました。 

 当日は20名ほどの一般市民や教職員の参加もあり良

い体験講座になりました。 

 

 

今年で37年目を迎える姉妹都市の米国オレゴン州オンタリオ

市から３人の派遣学生（ホーリー・ライゼンガさん１６歳、コール・

ナカムラ君１６歳、チャズ・ナカムラ君１９歳）が７月２４日に来日

し、８月１０日に２人が、１９日に１人が帰国しました。 

 滞在中は、都市間市民交流協会（国際交流事業委員会）の関

係者やオンタリオ市に派遣された学生らとともに、市内の施設見

学、ぶどう狩り、達磨拳道場の見学、高野山観光、舞台公演の鑑

賞などの盛りたくさんのプログラムを経験しました。 

また、同協会や市内の市民活動団体主催の「中高生交流

会」、「ボランティアジュニアスクール」、「英語キャンプ」に参加し

たことや小学校や高等学校の訪問などを通して市内の青少年た

ちと交流を深めていました。 

そして、８月９日には、市民ふれあいの里で「さよなら・パー

ティー」が開催され、バーベキューやキャンプファイヤを楽しみま

した。 

 

7月25日の「ウエルカム・パーテイー」にて 

左からホーリーさん、コール君、チャズ君 

第3回大阪狭山将棋の祭典 in SAYAKA 

車いす基礎講座・開催 

 第3回大阪狭山将棋の祭典が8月21日SAYAKAホールのコ 

ンベンションホールで189名余の申込み者を集め開催されま 

した。 

 内容はこども将棋大会、親子で楽しめる初心者講座、だれ 

でも参加できるふれあい将棋やプロ棋士による指導対局やミ 

ニトークイベントなど年齢性別を問わず、一日楽しめる祭典が

開催され、 沢山の人達が互いに「将棋の良さ」を分かち合え 

る場の提供となりました。 

 主催者の若駒会では日本の伝統文化である将棋の普及・将

棋を通じて礼儀、思いやりを考える力を身に付け、行動力、責

任感、和の心の育成・「正面から人と向き合う場」「真剣勝負の

場」の提供・保護者地域が協力し合うことで、安心して暮らせる

まちづくり、未来づくりの一端を担うことをめざしています。 

 この行事は本年度本市公益活動促進補助金対象（自立促進

部門）の事業でした。 



 

 

メールBOXが利用できます   

 原子力発電の安全神話が崩れ、東日本大震災では予測を超えた津

波のため、大きな被害が発生し、自然の脅威を想定外のレベルまで

予測することの難しさを知った。 

 他方、先般の天竜川下りでの事故は安全管理があまりにもずさん

だった。ライフジャケット着用の徹底で死亡事故を防げたかも知れな

い。 

 このように安全管理は身近な問題で、市民活動団体が催行する事

業にも言えること。各種活動の計画には、催事の安全管理は充分す

ぎても不足ないだろう。 

 今号は夏のボランティア特集記事とし、取材に出向く機会が多く、各

団体の一生懸命さが伝わり、活動のパワーを頂き、NLE機関紙を充実

させるには,外に飛び出して取材することの大事さを改めて実感した。

（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 

 
 あなたの団体の活動記事をおよせください。 

 掲載を希望する月の前々月の15日までに市民活

動支援センターまでお申し込みをお願いします。 

～編集後記～ 
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 東日本大震災義援金は、市民活動支援センターとして3

月から延べ8回日本赤十字社 日赤大阪府支部（大阪狭

山地区）に7月29日集計で￥460,071円になりました。 

 皆様のご協力、誠にありがとうございます。 

 最初のころにくらべると、段々意識が薄れてきていますが

継続して復興にはまだまだ支援が必要です。  

 何か事あるごとに義援に関心を持って頂き末永くご協力

をお願いを申し上げます。 

 

 

「しみんのちから」発刊に向けて！！ 

「しみんのちから」第４版は皆様か

らの新規登録も頂き300団体余りの 

登録数になりました。 

 今秋の発刊を目標に新しい「しみ

んのちから」を1日でも早く、皆様に

お届け出来ますよう編集を進めてお

りますので少しお待ちください。 

 なお表紙に掲載する写真も募集中です。 

 
   

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チームへご相談

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） 

           

“皆様のご協力に感謝します” 

 市民活動支援センターのワー

クステーション内にメールBOX

を設置しています。 

 「しみんのちから」登録団体は

無料で利用いただけます。  

 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 


