
 

 

市民のみなさんから寄せられた活動を中心に紹介しています。 
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大阪狭山市のマスコット 

 「しみんのちから」登録団体紹介（登録NO.97）大阪狭山混声合唱団 

ついに実現しました・・・・  

  南大阪初の『伝えるコツ』セミナー   

2012年9月 

9月の花 

彼岸花 

   

 

 

 

講師 古賀桃子さん 

電通の広報活動のノウハウを講義と演習 

組み合わせたセミナーの全国展開の一

環として当市で開催します。 

全国36市区からの応募のなかで、選ばれた今年の開催は5ケ所のみ、前橋、塩尻、徳島、大

分、そして大阪狭山市（富田林市と共催）です。 

★いきいきとした募集チラシを作りたい・・・ ★活動を有効に紹介したい・・・ 

そんな悩みにアッと驚く気づきの『伝えるコツ』の講習会セミナーの募集受付が10月1日(月）

から始まります。 

★講師：ふくおかNPOセンター代表 古賀桃子さん 

★ところ：SAYAKAホール 大会議室 

★とき：11月17日(土） PM13：00～17：00まで 

★募集定員：64名(先着順） 

★参加費：1500円（しみんのちから登録団体500円びき） 

★教材：専用保存版『伝えるコツ』テキストを参加者と参加団体に各1冊 

★募集チラシ市内各施設で配布中 

★問い合わせ：大阪狭山市市民活動支援センター （☎ 072-366-4664） 

★ 専用ホームページ  http://tsutaeru2012.jimdo.com/ 

専用テキスト 

今年、創立17年目を迎えます大阪狭山混声

合唱団（通称「さやこん」）です。 

団員数は、現役大学生から70代の大先輩ま

での85名です。指揮者の上田先生や指導ス

タッフの楽しくて分かりやすい指導の下、何

事にも団員全員が心を一つにして立ち向か

うのが「さやこん」の1番の魅力です。 

来年の5月19日（日）SAYAKAホールで開催

予定の『第8回定期演奏会』に向けて集中的

な練習を開始しています。   

昔から多くの合唱団が演奏しています高田

三郎作曲 混声合唱組曲「水のいのち」に初

挑戦致します。 皆様よくご存知の曲です

が、「さやこん」らしさを表現できればと思って

います。（他にも「リンゴの唄」「東京の花売

娘」等の懐かしのメロディーをメドレーで歌い

ます。  是非、ご来場ください。             

★ 連絡先 あかり (☎ 072-366-8318） 

さやりん 



 

 

第2回 市民活動支援セミナー 開催します。 とき： 9月29日(土）９:30～11：00 

～新しい公共を担う「まちづくり円卓会議」の役割～ ところ：SAYAKAホール 大会議室 
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 狭山池まつり実行委員会が表彰されました 

 おめでとう・・・三津屋川を美しくする会 

       大阪府知事河川愛護功労者感謝状 

６月29日に環境大臣から、8月1日に国土交通大臣から、 

狭山池まつり実行委員会が表彰を受けました。 

それぞれの表彰内容は下記のとうりです。 

 

 

受賞 地域環境美化功績者 平成24年度水資源功績者 

主催       環境大臣 国土交通大臣 

表彰式 6月29日 8月1日 

功績 

内容 

・河川の浄化活動 

・公園、道路等の清掃活動 

・地元の学生等と協力して行う清掃活動など環境 

  保全意識の普及啓発活動 

・水質浄化実験活動などの環境保全活動 

平成19年から始まった市民活動支援

セミナーも数えて12回目の開催となりま

す。今回の平成24年度第2回のテーマ

は「新しい公共を担うまちづくり円卓会

議の役割」です。 

大阪狭山市では、多くの市民がまちづ

くりに主体的にかかわり、より市民ニー

ズに即した事業選択を行い、行政との

協働でより住みやすいまちづくりを目

指すため、新たな市民による組織「まち

づくり円卓会議」が2008年に立ち上が

りました。今後この「まちづくり円卓会

議」を円滑かつ発展的に運営していく

ためには、どのような条件が必要か、多

くの地域自治体において新しい自治シ

ステムの実践を指導、助言されている

久先生をお招きしお話を伺います。 

市民に求められる地域コミュニティの醸

成や自治力の向上、また行政に求めら

れるルール・システムづくりなどについ

て考えてみたいと思います。 

多くの方のご参加をお待ちしてます。 講師 近畿大学総合社会学部 

    教授 久 隆浩さん 

 

狭山池まつり実行委員会 

代表 武田博允さん 

平成21年度から始まった周辺自

治会、協力ボランティア団体、学

校関係者のボランティア清掃活

動が実を結んで、河川愛護の啓

発普及への貢献が認められ今回

の受賞対象となりましたのでお知

らせします。 

河川管理者である府・市と協力し

て、地域に愛される河川環境づく

りや、河川周辺の美化に取り組む

ことを目的とし、昨年度からは、 

 大阪狭山市市民公益活動促進 

 補助金の対象事業としての活動      

 も行っています。 

       

写真提供 
 

金剛狭山 

コミュニティ紙 
 
 

三津屋川を美しくする会 

代表 安部直之さん 
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ボランティアの芽を育む・・・夏のボランティアジュニアスクール 8月22日（水）開催 

手紙付折り紙→ 

 

第4回こどもカルチャー市場の開催  ～いっぱい楽しい体験をしよう～ 

子どもたちが自発的・主体的なボランティア活動に取り

組めるよう、グループ活動を通してコミュニケーション能

力の向上をはかり、ボランティア活動の楽しさを体験し

てもらうことを目的に開催するボランティアジュニアス

クール。今年のテーマは、みんなであけよう玉手箱・・・・ 

午前は、浦島太郎の世界をイメージした各種ボランティ

アスキルを習得し、午後からは特別養護老人ホームを

慰問し学んだ手遊び、紙芝居、手話動作を入れた浦島

太郎の合唱を入居者と一緒に歌いました。 終了後は

手紙付折り紙を一人一人に渡しながら全員で握手。 

次世代のボランティアの芽を育むこの行事を支えたの

は、25名のスタッフの持つそれぞれ本物の優れたボラン

ティア・スキルがあってこそ実現したものです。 

「車いすの使い方」 基礎講座開催される 

大阪狭山市ボランティアグループ

連絡会が、8月7日（火）に、「車い

すの使い方」基礎講座を開催しまし

た。座位1.4メートルの目線を学ぶ

この講座は、今回で第４回目の催し

で、講師は大阪介護福祉会のAさ

んとYさん。23名の参加者がありまし

た。  

まずは車いすの構造から学び、特

に足踏みパット、ブレーキ、タイヤ

の空気圧、それに車いすの重心の

かけ方などの基礎を学び、講義の

後は参加者が交代で公民館から外

に出て実地研修です。 下り坂及

びちょっとした段差が意外と怖いこ

とを実感しました。 

実地訓練の後も、いろいろな質問

が飛び交い、和やかな雰囲気で車

いすを使っての交流が進行。見ると

知るとは、大違い。今日の車いす基

礎講座はいつかお世話する機会が

あれば、きっと役に立ちますと・・講

師の言葉でした。30数台もの車い

すを倉庫から会場に運ぶ力仕事を

含め、ボランティアの下支えがあっ

てこその基礎講座です。 

 大阪狭山文化協会では7月27日(金）にSAYAKAホールの
コンベンションホールを利用して子どもたち向けのいろいろ
なカルチャーの初体験講座を開設しました。日本文化の
ルーツをボランティアスキルとして、子どもたちに提供する
その中身は二部門に分けられています。 

★やって見ようでは 

三味線と鳴りもの、茶道、こども将棋、お琴 

★作品を作ろうでは 

石ころアート、猫グリップ、鍋ツカミ、お花、絵画、和紙の箸
置き、書道など 

約150名の元気なこども参加に、準備に指導に35名のボラ
ンティアスタッフが活動していました。 

 



 

 

ご覧になったことありますか？？？ 

   ＶＩＣ の ホームページ・・・  

 

 

 

 

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 

   〔HP〕：http://www12.ocn.ne.jp/~simin025/index.htm 

    〔VIC・Eメール〕vic@osakasayama-vc.jp 

    〔VIC・HP〕 http://www.osakasayama-ｖｃ.jp 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

情報ステーション 

～編集後記～ 
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大阪狭山市

駅徒歩4分 

今号では、地域環境保全に関する「狭山池まつり実行委員
会」と「三津屋川を美しくする会」の2団体が、環境美化保全
ボランティア活動として、公的に表彰されたことを記事にで
きました。 

「狭山池まつり実行委員会」は、国土交通大臣と環境大臣
のダブル受賞。 それに「三津屋川を美しくする会」は大阪
府からの受賞です。 

このように、環境美化への市内ボランティア活動団体が、全
国レベルで称えられるのは本当に素敵なことで編集子も市
民の一人として嬉しく思います。 

ちなみに環境保全に対する関心を高め、啓発活動を図る
日として6月5日を環境の日（かんきょうのひ）、環境週間は
その１週間とされています。（O) 

 

ＶＩＣ（ボランティア・インフォメーション・コーナー）では、開設当初の

平成22年度より、ホームページを運用しＩＴ媒体を通じた各

種情報を発信しています。 新着情報、市内利用施設の印

刷や会議スペース、助成金、講演会やセミナー等の情報を

未来志向型で発信しています。 特に市内ボランティア団体

の活動を紹介する「こんなボランティアが」のページでは、既

に52回に及ぶ取材を通じた団体活動の紹介を展開していま

す。 ぜひ一度ＶＩＣホームページをご訪問ください。  

      URL: http://osakasayama-vc.jp/ 

活動状況をこのページで発信ご希望の団体は、お問い合わせＱ

Ｒコード等を利用してお申し出ください。VICから取材にお訪ねし

ます。 

～VICからのお知らせ～ 

ボランティアしたい人 

ボランティアを求めて

いる人は 

当センターまで 

市民公益活動促進委員の第6期

委員が決まりました 

この「市民公益活動促進委員会」は平成14年8月に

設置され、今回で第6期となります。促進委員会は、

市民活動を促進するための調査審議を行う市長の

諮問機関です。今期委員会は、公募の市民委員7

人、事業者１人、学識経験者2人、その他2人の計１2

人で構成されています。「協働事業評価」や市民公

益活動促進補助金の制度について審議をする予定

になっています。 
http

://
osa

kasa
yam

a-v
c.j

p/ 

 市民活動団体からのボランティア募集の掲示板を作

成しました。 広く市民の皆さんにボランティア活動に

参加していただきたく、8月下旬より、次の場所に設置

しますので、一度ご覧ください。＜設置場所＞①市民

協働・生涯学習推進グループ（大阪狭山市役所内）

②市立公民館③市立社会教育センター ④市立コ

ミュニティセンター 

パソコンお困り相談コーナーから 

5月に5台無償提供したリユースパソコ

ンはそれぞれの団体で活躍していま

す。目下、利用状況のアンケートを発

信中ですが、今後も引き続き支援の

要望が出てくることを期待していま

す。また、パソコンの使い方について

の相談は毎月第４月曜日に行ってい

ますので、お気軽にお越しください。 


