
 

 

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 

狭山の副池自然づくりの会 

                           「しみんのちから」登録団体紹介（登録No.26） 

2013年3月 

３月の花 

うめ 

地域住民を中心として平成１５年２月に発足し

た「ため池環境づくり」のグループです。 

おかげさまで今年で１０周年を迎えることがで

きました。１年余りの発足準備期間中、草も木も

生えていないただの造成地に「せせらぎ水路」

「田んぼ」「トンボ池」「植樹帯」等々人の手で作り

上げ、その後は自然あふれるオアシス公園として

の維持管理にかかわってきました。 

整備だけではなく自然工作や自然観察教室な

どのイベントも開催し、広報で参加者を募集して

います。会の活動は、毎月第２・第３土曜日午前

10～12時まで。 

草刈りや畑作業で汗を流した後は、あずまや

下でのお茶会。実はこのおしゃべりや季節ごとの

懇親会を楽しみに活動参加をされているスタッフ

も多くいらっしゃいます。 

普段のオアシス公園は、散歩する方、昆虫採

集に熱中する親子連れ、仕事の合間に一休み

する人、研究調査をする大学生など多くの方々

の、そして数多くの生き物の憩いの場です。 

あなたもこのゆったりした副池時間をすごして

みませんか？ただ、公園内でのゴミの発生・糞の

持ち帰りなどのマナーはお守り下さいますようお

願いします。 

          問合せ先☎ 366-0378 岡田 

さやりん 

 締切りまじか！ 市民公益活動促進補助金！ 

     ～さまざまな分野の市民活動を支援します！

 

福祉の増進、環境の保全、青少年健全育成、文化芸術の振興、国際交流など地域課題を解

決するために活動する市民公益活動団体を補助する制度です。 

★申請できる団体 

 ・継続して１年以上事業に取組める 

 ・３人以上の役員がいる  

 ・市内に事務所がある 

★申請できる事業 

 ・平成25年度中に市内で実施する公益事業 

 ・国、他の市町村などから補助を受けていない事業 

 ・文化会館（SAYAKAホール）の使用料が5万円を超えない事業 

★申請期間  平成25年3月19日(火)まで 

★初めて申告される団体は優先的に採択されます（チャレンジ部門） 

★市民活動に資金が必要な団体のみなさま、まずはご相談ください 

・申請の準備の仕方、疑問点等解りやすく説明いたします。 

・詳細は、市民活動支援センター（☎ 366-4664）まで問合せください。 

尚、申込みは市役所市民協働・生涯学習推進グループ（☎ 366-0011）まで。 



 

 

まちづくり活動発表会報告 
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第５回ゆめづくりまちづくり賞・受賞 

社協で・・・おもちゃ病院開設！！ 2月16日

一人でも市民活動に関心を持ってもらうために第１回

のまちづくり発表会を１月19日(土）に開催し５団体を

表彰しました。 

●わがまちの誇りで賞：狭山池まつり実行委員会 

●未来を拓く若者育成賞：大阪狭山キジムナーの会 

●大阪狭山草の根っこ賞： 

       大阪狭山市ボランティアグループ連絡会 

●みんなでなかよくみらいをつくりま賞： 

            南中学校区コミュニティ円卓会議 

●三津屋川キレイで賞： 

    大阪アドプト・リバー・三津屋川を美しくする会 

5団体への授与式後は各島へ分かれてグループワー

ク、今後の課題など活発な議論が交わされました。 

 

しみんのちから登録団体の（登録No190） 

「大阪狭山食物アレルギ－アトピーサークル
smile・smile」さんが国土交通省近畿地方整備局
快適都市実現委員会主催「第5回ゆめづくりまち
づくり賞」優秀賞を受賞されました。受賞の弁：ア
レルギー・アトピー症患者やその家族が明るい生
活を過ごす為の地域づくりの取組が大阪狭山市
全体の連携で評価されたと思っております。活
動の原点を支えたのは市民公益活動促進補助
金であったこと、9年間の活動で、子育てのお母
さんが集まり情報交換で悩みや不安などの共
有。情報収集のため11回講座開催を支えたのは
市民公益活動促進補助金と市民活動支援セン
ターの皆さんからの沢山のアドバイスと、おほめ
の言葉をいただきました。 
（写真：金剛コミュニテイ紙提供） 

大好きなおもちゃが壊れていませんか・・・

新しいボランティア・グループの立ち上げ

ヒントとして、大阪狭山市社会福祉協議会

ボランティアセンターでは、おもちゃの病

院を開設。 

富田林のおもちゃ病院のドクター6名が来

狭して、2月16日の第1回おもちゃ病院に

は、2４組の親子が27種類のおもちゃの診

察修理に集まりました。 

おもちゃ病院は、引き続き3月16日（土）

9:30～12:00 開院します。 

（写真：社協ボランティアセンター提供） 

http://sayama2525smile.blog106.fc2.com/ 
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西小学校で課外授業・昔あそびを未来に伝えよう  1月23日（水） 

 大阪狭山市災害ボランティアネット研修会開催 

第三中学校区まちづくり円卓会議の魅力再発見チー

ムでは「三中円卓マップ」を完成し配布しました。 

ふだんなにげなく暮らしているまちにも、何か目的を

持ってあるけば、新しい発見をする楽しみが沢山あり

ます。こうした地域の魅力資源を1枚の地図にしたもの

です。それを持ってみんながまちを歩けば、その地域

の良さをみんなで共有でき、まちへの愛着がおおきく

なります。 

地域の魅力を通じて人と人の関わり合いを大切に、三

中円卓マップが地域を見直し魅力あるまちづくりのコ

ミュニケーションツールになればと発行にあたっての主

催者の願いです。 

2月11日（月）市立老人福祉センター「さやま荘」で

桑原英文氏（災害ボランティアアドバイザー）、篠

原辰二氏（社団法人Wellbe Design理事長）を迎

え、「災害ボランティアネットの重要性及び災害ボ

ランティアセンターとの連携について」の研修会を

開催しました。 

北海道新ひだか町の取組を参考に災害ボランティ

アセンターの必要性についてお話いただいた。 

地域と一体となった防災福祉のネットワークの構築

が重要とのこと。 

 問合せ先 大阪狭山市社会福祉協議会 

        ☎ 367-1761 

西小学校の教頭先生から、昔のこどもたちはどん

な遊びをしていたのか、1年生に教えて欲しいと

当センターVICチームに依頼があり個人登録して

いたO氏のメンバー2名と社協からのメンバー6名

センターから３名の参加協力者が世代間をつな

ぐ協力者として参加した。1-2時限は体育館で、

だるまさんが転んだ、かごめかごめ、福笑い、各

コーナではあやとり、メンコ、コマ回し、おはじき、

けん玉などで遊びました。 

3時限では各教室にもどりストロートンボや紙ヒ

コーキに挑戦なれない手ではさみを使い自分で

作製した作品のトンボや紙ヒコーキを飛ばして遊

びました。このこども達の笑顔を見て参加のボラ

ンティアメンバーも大満足でした。 

円卓会議コーナー：第三中学校区まちづくり円卓会議では 
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情報ステーション 

～編集後記～ 
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大阪

狭山市駅徒

ここ最近のマスコミ記事で気になること・・・・・ 
スポーツに関する体罰・自殺の問題だ。桜宮高校の

バスケット・バレー顧問・コーチの体罰に関し、学

校・教育委員会の対応にいささか疑問を感じる。 

また、オリンピック柔道女子トップ選手１５人によ

るＪＯＣへの告発。女子強化スタッフによる体罰・

パワーハラスメントである。これらは氷山の一角

で、昔から、スポーツ界には、暴力や体罰という体

質があり、愛の鞭の名のもとに擁護され人権が無視

されてきた。面白おかしく報道するテレビのコメン

テータの言動も、ただ事実のみ追及し当事者を攻め

るだけで、前向きな意見は少ない。人権を無視しな

ければ、強くならないなら、そんなスポーツは廃止

しなければならない。為政者がいかなる方策を講じ

ようとも、人権教育の推進・徹底以外道はない。情

報過多のなかで考えさせられる出来事です（N） 

      桜まつり ～春～を開催します 
                   桜の開花状況により4月2日か

ら狭山池北堤側ライトアップし

ます。（日没から21：00まで） 

4月7日(土曜日）午前11時～

午後7時半（雨天・強風の場

合は4月8日（日）に延期）に

狭山池東堤とさやか公園にてイベントを開催しま

す。 さやりんの撮影会、メッセージ花火（19：00

～19：30）、ふれあい動物園等たのしいイベントが

盛りだくさん。ぜひお越しください。 

 

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 

パソコン寄贈プログラム 
昨年、第６７回イーパーツリユースＰＣ寄贈

プログラムに応募。全国で１４３団体７３２

台の申請がある中、本年１月に５台のパソコ

ンの寄贈を受けました。そこで、昨年同様、

おおさかさやまＩＴネット所有のＰＣの中か

らリユースＰＣ５台を地域のボランテイア活

動団体に供与し、活用していただく計画をた

てました。３月末を応募締め切りに、４月供

与予定で、近々発表のパソコンお困り相談係

りからのご案内をご覧ください。 

 狭山池まつり2013参加者募集 
3月 1日（金）から配布する募集要項か、狭山池まつり 

実行委員会のホームページ（http://www.mydoo.net/
ikematuri/)を見て申込みをお願いします。 

●狭山池まつりキャンドルアート・あなたのアートを狭
山池堤へ！狭山池まつりに花を咲かそう 

とき：4月27日（土）午後5時～8時 内容： 狭山池南堤
の指定の場所にろうそくで光のイラスト、文字などを描
く（使用可能エリア/横:5ｍ～20ｍ、縦：7m～10m程度）
参加費：無料＊ろーそくなどは支給します。 

定員：3団体（先着順）申し込み：3月15日（金）までに
電子メールで（ikematuri@mydoo.net)またはファクシミリ
（FAX360-3805）で狭山池まつり実行委員会まで 

●フリーマーケット とき：4月28日（日）参加資格：代表
者が市内在住・通勤・通学する団体 

●龍神舞台 とき：4月27日（土）・28日（日）参加資格： 

代表者が市内に居住・通勤・通学する団体 

 

●問合せ：狭山池まつり実行委員会事務局 

  ☎：360-3805 電子メール ikematuri@mydoo.net 

みなさんの活動・情報をこのNLE「機関

紙）で発信しませんか。 

携帯電話での投稿は左図QR

コードでメールアドレスが登録

できます。支援センターまで情

報の提供をお願いします。 


