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市内で花咲くホンダ学園の白いユニフォーム  

VICが学生ボランティア活動を仲介 
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大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

 

今や生涯スポーツとして広く知られるよ 

うにもなったバドミントン。 

 当クラブは大阪狭山市における先進的な

バドミントン団体として1970年に設立され

ました。会員数約50名の構成も中学生から

65歳まで広範囲にわたります。日々の運動

不足を解消しようと取り組む者もいれば、

部活動や社会人チームに所属する傍ら当ク

ラブで練習するなど、クラブ内の競技レベ

ルも様々です。練習したいけど自分のレベ

ルに合うかどうか不安をお持ちの方、過去

に経験があり少しでも興味のある方、経

験・未経験は問いません。         

入会は随時受け付けておりますので、どな

たでもお気軽にご連絡ください。 

 

●活動場所及び曜日 

 日曜日：総合体育館又は池尻体育館 

 火曜日：狭山中学校体育館（夜間） 

  木曜日：総合体育館又は池尻体育館 

●連絡先： 

  代表 酒井正博 ℡：072-366-0959） 

  山本龍一（E-mail：keel.laser@gmail.com） 
 

狭山バドミントンクラブ（登録 NO.299） 

 あなたの活動に学生のボランティア力を活

かします・・・・として、今年もホンダテクニカル

カレッジ関西の学生によるボランティア活動

が、市内３カ所で展開され、大阪狭山市社会

福祉協議会の車いす点検・清掃や狭山池博

物館の水庭掃除と屋上のススキの引き抜き、

三津屋川の清掃に出動しました。 

 １日目の車いすの点検・補修の作業では持

前の技術力で約５０台の車いすの空気調整

やブレーキ、脚踏みなど瞬く間に調整。                      

５台の破損いすも修復し、その高い技術力を

ボランティア活動に活かしてくれました。 

 あいにく２日目の博物館清掃は雨天により

作業は中止になりましたが、かわりに博物館

の学芸員による狭山池の構築技術の勉強が

できました。また３日目の三津屋川清掃でも、

若い力が貴重なボランティア資源であることも

実証してくれ、三日間の学生ボランティア活

動を仲介プロデュースしたVICとしても学生た

ちの力に深く感謝するところです。 



 

 

  

 

熟年いきいき事業も10周年目 
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「ゆずり葉」の活動紹介  「しみんのちから」登録団体番号 NO.62         

  狭山中円卓会議では地域コミュニティの

再生をめざすイベントにするため、10月23

日(日）狭山水みらいセンター「かがやき広

場」でさやりんピックを開催しました。 

 天候も回復、秋晴れのなか、開会式から

始まりラジオ体操、防災訓練のゲーム、あめ

食い競争、昼食時は狭山中吹奏楽部による

コンサート、午後からは大声コンテストやス

ピードガンによるボールの計測やパン食い

競争・玉入れ競技を楽しみました。 

 当日の参加者は性別や世代を超え、校区

内の地区会、自治会や各種団体の人達で

約1,６００名が参加され地域交流ができて盛

況でした。 

 また「さやりんピック」は毎年継続することを

円卓会議の総会で決定されました。 

 熟年いきいき事業実行委員は10月21日

（金）SAYAKA大ホールで創設10周年の

記念式典と小和田哲男氏による記念講演

「日本人の足跡を知り、熟年者は何をなす

べきか」が開催されました。 

 式典では永年委員会で活躍された5名

の方へ感謝状が贈られました。 

 また実行委員会では10周年の記念誌も

発行配布され10年の歴史を皆さんで噛み

しめました。 

 式典では熟年大学の体操科の生徒によ

る狭山音頭や南京玉すだれ同好会による

演舞も行事に花を添えました。 

 

第１回さやりんピック交流イベント開催される 

 視覚障がい者のガイドヘルパーとして発足した「ゆずり

葉」のグループは１０月３０日(日）南第２小学校体育館で

健常者の体験学習会を開催しました。   

 車いすを押す人、乗る人・・・・アイマスクをつけてスタッ

フに付き添われて歩く人など・・・体験者とスタッフが一体

となって、嬉々として活動する姿は素晴らしい。 

 年に一度は視覚障がい者を招いてクリスマス会も開き

交流も深めています。 

 また、各地域で開催のふれあい広場や小中学校へ出

向き、車椅子・アイマスク体験学習のお手伝いをしたり、

福祉施設で行われる行事にもボランティアとして活躍さ

れています。 

講師：小和田哲男氏 １０周年記念誌 



 

 

第５回南大阪市民活動支援センター交流会開催 
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狭山池博物館に集いました・・・ 
 河南ブロック12市のボランティアグループ連絡会 

 

「しみんのちから」23年度版発刊しました 

 大阪狭山市SAYAKAホール２階大会議室で河内長野市、

堺市、富田林市、羽曳野市、松原市、大阪狭山市の6市の

交流会が１０月２７日(木）開催されました。 

 ● 当日のプログラムは 

第１部 センター事業の概要の紹介 

第２部 センターが注力している支援活動内容と成果目標 

第３部 グループワークとして３つに分かれて討議をした。      

     グループA：まちづくり人材の発掘、育成支援 

     グループB：市との協働分野への活動支援 

     グループC:：センタ―運営上の課題と対策 

 この交流会も参加されている団体も組織化が未だの所も

あり、それぞれの立場で情報の共有化ができたのでは。 

 次年度は富田林市が担当される予定です。 

 

 大阪狭山市での市民による公益

活動は、さまざまな分野において

活発に展開されています。 

 これらは“市民が起点のまちづく

り”をすすめる行政の施策とも連動

して、このまちに多くの人々が住み

たい、もっと住み続けたいと感じて

もらえる“まちづくりを支える大きな

市民力”となりつつあります。 

 これからも、多くの市民が気持ち

良く、積極的に市民活動に参加し

ていただくためのガイドブックとして

の「しみんのちから」はこのたび、23

年度版を発刊いたしました。 

 なお、市内の活動団体には可能

な限り掲載のお誘いをしましたが、

収録漏れがあると思います。 

 次回発行時に収録させていただ

きますので、お申出くださいますよ

うお願いします。 

 問い合わせは当センターまで。 

 府下社会福祉協議会傘下のボランティアグループ連絡会河

南ブロック12市からの参加者が11月22日(火）、狭山池博物館

に集いボランティア活動に関する交流会を開催しました。 

 当日のプログラムは、狭山池博物館の学芸員による「狭山池

の歴史と狭山池が果たした下流地域への灌漑治水」などの講

話や館内案内がありました。 

 その後、スライド投影による大阪狭山市ＶＧ連絡会14グループ

の活動報告や、手話と歌で伝える手話サークル「さつき」による

「おさななじみ」の交流や、「カンタービレ」によるの童謡や指遊

び等、施設訪問活動の実践も披露しました。  

大阪府市町村
ボランティアグループ連絡会

河南ブロック交流会

平成23年11月22日

午後13：30～16：00

交流会の様子 



 

 

メールBOXが利用できます   

このＮＬＥ誌を通じ今年もさまざまな市民活動をお伝えしてま

いりましたが、あと少しを残すのみとなりました。  

 

今号では、特にトップページで、若いボランティア力を紹介し

ましたが、個性豊かなまちづくりを行うためにはボランティア団

体・NPOなどと行政が、パートナーシップのもと、協働してまちづ

くりを進める重要性を改めて認識しています。  

 

  今後も、市民公益活動に取り組んでいる団体や､これから活

動に参加しようとしている人たちに向け、市民目線で活動のヒン

トとなるような情報を提供することが私たちの役目ではないかと

思います。 

 

 来年も地域課題の取り組みに向けて、より広い分野での活動

支援の絆の役割を果たしていきたいものです。(T） 

 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

～編集後記～ 
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 NPOに興味のあるかたを対象に入門講座を 

開催しますのでご参加ください。 

と き：12月17日（土）13：30～15：00  

ところ：大阪狭山市役所南館2階講堂 

講 師：センタースタッフ 

定 員：10名 

申 込：12月9日(金）まで 

 TEL:072-360-1011 、 FAX：072-360-1012 

 Eメール：vic@osakasayama-vc.jp 

  「はじめてのボランティア講座」 「はじめてのNPO講座」  

 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

大阪狭山市駅

徒歩4分 

 ボランティア活動を知りたい、はじめての方への入

門講座を開催しますのでご参加ください。 

と き：12月4日（日）10：00～11：30 

ところ：大阪狭山市役所南館2階講堂 

内 容：はじめてボランティアをしようとしている人 

講 師：元関西大学講師 荒川泰蔵さん 

参加費：無料 

定 員 ： 10名 

申 込：11月25日(金）まで 

 TEL:072-360-1011、FAX：072-360-1012 

  Eメール：vic@osakasayama-vc.jp 

ブログで情報共有化をしませんか 

 当センターではワードで書き込む要領で簡単

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） 

活動の取材や機関誌への掲載は 

当センターまで 


