
 

 

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.33） 若駒会 

2013年6月 

6月の花 

紫陽花 

将棋を通して⼦ども育成に取り組む南徳⼀先⽣
を中⼼とした活動をして40年超の「若駒会」
です。現在、4歳から中学⽣までの１６名
（内、⼥⼦６名）の会員で活動しています。将
棋は、⾃分で考える⼒・礼儀・判断⼒・忍耐
⼒・決断⼒を学べます。 
勝負の厳しさを体感することで、⼈⽣の厳し
さ、⼈の痛みを知り、⽬標を達成する事の喜び
を覚え、その結果、無気⼒・無感動・無責任な
⼦供の減少に繋がると考えています。全国制覇
など実績は多数あります。                        
平成２５年９⽉１⽇（⽇）SAYAKAホールで⼦

ども将棋⼤会を開催します。            
（真剣勝負の⼦ども将棋⼤会、プロ棋⼠による
指導対局、保護者と⼦どもペアでのリレー将棋
⼤会、初⼼者教室など。詳細はHPをご覧くだ
さい） 
HP:http://www.eonet.ne.jp/~sayama-
wakakoma/ 
練習は、⽕・⽔・⼟ 夜６時半〜８時半 
公⺠館や狭⼭駅前の⻄池尻駅前会館にて。 
ぜひ⼀度、⾒学に来て下さい。 
 問い合わせ 072-366-4772 南まで 

さやりん 

 平成25年度 市民公益活動促進補助金に16事業の応募 

 

 

1⽉28⽇〜3⽉19⽇まで募集の「市⺠公益活動促進補助⾦」には、16事業の応募がありまし
た！読んで字のごとく「市⺠」が実施する「公益活動」を「促進」するための補助⾦です。 
市⺠活動団体紹介の「しみんのちから」冊⼦では、17の活動分野が分類されていますが、今回 
応募団体の内訳は、その内の6分野①保健・福祉・医療（5）②社会教育（2）③地域まちづく
り(2)④環境保全・リサイクル（2）⑤⼦供の健全育成（4)⑥安全犯罪防⽌（1)からの16団体
でした。平成25年度は、16事業のうち、バラエティに富んだ次の10事業が採択されました。 

 

＊詳細は、市のホームページ http://www.city.osakasayama.osaka.jp/10,123,33,140.htmlで。 
 とても実りある事業内容です、皆さんもぜひご参加ください。 

 
 



 

 

今年の狭山池まつりは・・・ 
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姉妹都市・オンタリオ市提携４０周年事業を実施 

12期の熟年大学が始まりました 

⽇本最古の⼈⼯池として知られる狭⼭池の堤2.8Ｋｍで、今

年も好天に恵まれ市⺠⼿づくりのお祭りが開催されました。

「２０１６年狭⼭池⽣誕１４００年祭をめざして「One for 

All, All for one」・「こころをひとつにみんなで頑張ろう

We Can！」をキャンペーンにたくさんの⾏事が遂⾏されま

した。２１⽇には、「さやま検定」、２７⽇には狭⼭池⽣誕

祝祭「灯⽕輪」が催され、⼩花⽕が披露されました。28⽇

には、⿓神舞台やフリーマーケット、狭⼭産直野菜の販売な

どのほか、好評の⼿漕ぎボートもおこなわれました。 

両⽇共に、気温は低く肌寒かったが、好天にめぐまれ、ス

タッフ⼀同は顔が真っ⾚に⽇焼けしたお祭りでした。 

なお、祭り期間中の来場者は58,000⼈でした。 

1974年10⽉27⽇、⼤阪狭⼭市（当時は南河内郡狭⼭町）とアメリ
カ合衆国オレゴン州オンタリオ市は姉妹都市になりました。以来、
⼤阪狭⼭市都市間市⺠交流協会が中⼼となって親善訪問団や派遣学
⽣の交流などを続け、2014年に４０周年を迎えます。 

この４０周年の事業として、親善訪問団の相互交流に加え、記念誌
の作成やピンバッジの作成などを⾏います。 

オンタリオ市からの訪問団の受け⼊れは６⽉１４⽇（⾦）から２４
⽇（⽉）まで、⼤阪狭⼭市からの親善訪問団の派遣は、１０⽉１⽇
（⽕）から６⽇（⽇）を予定しています。国際交流や市⺠交流に興
味のある⽅は当誌ｐ－４をご覧ください。 

まちづくり⼤学は平成１９年４⽉に第１期を開講して昨
年までに第８期を終え、約２２０名余の⽅々が修了活躍
中です。 
今年度第９期受講者を募集中です。皆様の参加を！ 
 
●とき：平成２５年６⽉８⽇（⼟）〜１２⽉７⽇（⼟） 
●ところ：市⺠活動⽀援センター講堂他 
●受講料：２０００円（施設⾒学バス代、資料代） 
●定員： ４０名（先着順） 
●申込み：５⽉３１⽇（⾦）締切り、市⺠活動⽀援セン 
     ターまで 

９期まちづくり大学が始まります 

今年の熟年⼤
学の開講式が
４⽉２５⽇約
５００名の受
講者が参加し 

市⻑からの祝
福をうけました。 

熟年⼤学は専⾨教科３０単位と公開講座10単
位の授業が始まります。秋には⼤学祭も予定
されており、おおむね６０歳以上の元気な熟
年者の活動が始まります。 
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高齢者と若い学生のボランティアコラボ・・・ 

 60回の取材から見えてきた・・・市内ボランティア活動図絵 

⾃分をいかし、誰かの役にたつことを始めませんか。 
きっとあなたの「元気」につながることでしょう！ 
こども広場とは⼤阪狭⼭市教育委員会が実施している放課
後の居場所です。 
活動内容は主にこどもたちが安全に遊ぶことができるよう
に⾒守ります。 
活動⽇時：６⽉１２⽇から毎週⽔曜⽇午後２時30分〜５時
（⻑期休暇中を除く）活動可能な⽇のみで可 
主な活動場所：南第⼀⼩学校/第七⼩学校/東⼩学校/北⼩学
校＊いずれも⼀つの会場でも可 
対象：⾼校⽣以上の男⼥（資格不要） 
問い合わせ：⼤阪狭⼭市教育委員会 社会教育・スポーツ 
      振興グループ（電話：366-0011内線825） 

⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センターでは、平成22年4⽉〜平成25年3⽉の間、市内各種ボランティア団体の活
動取材に幅広く出動し、この3年間60回に及ぶ団体の活動をBig Data⽅式で分類解析しています。取材を通
じて浮き彫りされた⼤別点は、 
１．ボランティアに必要なのは、ツールとしてのボランティア技術 
２．ボランティアの⾼齢化の急進 
３．多くの団体の悩みは⼈集め 
４．ボランティアの有償と無償の狭間 
５．取材対象のボランティア活動の約45％が学童育成の分野。 
６．養成したボランティアの市内定着率の低さなどが浮き彫りにされています。 
ボランティア活動図絵の詳細解析は、VIC ＨＰの http://osakasayama-vc.jp/60volunteer2.pdf です。 
今後も幅広い分野の市内活動状況を取材し、この図絵がマクロな視点から市⺠協働図絵へと更に継続塗り替
えられていくことを期待しています。 

遊具施設のRenewalなった5⽉5⽇こどもの⽇、Go!
Go!ふれあいの⾥ワールド無料開放Day・・・今年は主
催者発表で2,397⼈の市⺠親⼦連れが集まりました。 
模擬店、体験コーナー、吹奏楽演奏や⾖汽⾞＆電気⾃
動⾞に加えて⼊場の⼦どもたちに⼤⼈気はやはりイベ
ント＆ゲームコーナー。 ⼤阪狭⼭市ボランティアグ
ループ連絡会傘下のお話の会、⼦ども⼿作り⼯作のク
ラフト、それ囲碁ボールや輪投げのクロリティに⼤勢
の⼦どもが⽴ち寄りました。 これを⽀えたのが⾼齢
者のボランティア。 しかし、輪投げの輪や、囲碁
ボールを、終⽇腰をかがめて拾い集めるのが厄介。そ
こで帝塚⼭学院⼤学の学⽣さんの若いボランティア⼒
と⾼齢者ボランティアのコラボレーションが5⽉の薫⾵
に乗って⾒事に開花していました。 
詳細はhttp://osakasayama-vc.jp/vic004063.html 

「子ども広場」 ボランティアスタッフ募集！ 



 

 

 

 

 

 

 

  
⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター 
 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 
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大阪狭山市

駅徒歩4分 

４⽉末、たった５段の階段で捻挫、⾜⾸⾻にひびが⼊り 
ギブス装着、⾞椅⼦状態。はじめての体験である。 
病院へいき駐⾞場は混雑、遠く離れた⽞関へガタガタと 
移動。 診察を受けるのに、⼈と⼈の間を縫って、受付 
前の混雑をさけて隅っこに。 付き添いのない⽼⼈がいつ 
までも待っている。その⾝になって始めて知る・・。介 
助とは！介護とは健常者には何でもない事である。買い 
物に⾏きたい時交通機関を利⽤したい時、⾞椅⼦を持ち 
込んでの移動家族の負担等・・・。介護の仕事の幅の広 
さにつくづく思いを馳せました。 
幸いパソコン作業は出来るため、編集後記を掲載するこ 
とができました。当番を多数⽇にわたり交替していただ 
いた総務チームの皆さんに感謝申しあげます。 
皆さんも転ばぬ先の杖・・お気をつけて。（ＡＳ） 

皆さまの無料会議室のご利⽤をお待ちしています。 
（市⺠活動⽀援センター２階） 
●ミーテイング・ルーム（図書閲覧・ 
  ＰＣ使⽤可能で１０名程度の会議が可能） 
●ミーテイング・スペース 
（４名程度のこじんまりした会議が可能） 
下記アドレスにて空き状況を確認して、電話または、 
直接当⽀援センターへ申し込みください。 
http://www12.ocn.ne.jp/~simin025/index.htm 

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 

新設しました・・使用済みインク 

の里帰りポストを利用ください 

 ７⽉６⽇（⼟）⼤阪狭⼭市市役所南館２F講堂で開
催します。１部・２部⾃由に選択参加できます。 
●第１部 はじめてのボランティア講座 
     １０:００〜11：30 
●第２部 はじめてのNPO講座 
     13：30〜15：30まで 
 問合せ：当センターVICチームまで 

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。 

年間2億ヶも消費されるプリンター
インクの殆どが家庭の⼀般ゴミとし
て焼却や埋め⽴てられています。 
再資源化を通じCO2の排出を抑え地
球の環境保全にも役⽴つ使⽤済みイ
ンクの回収ポストを、⽀援センター
にも設置しました。 
⽀援センターにお⽴ち寄りの節は、
使⽤済インクの「⾥帰りポスト」を
ご利⽤ください。 

ボランティア講座参加者募集 

オンタリオ市歓迎会の参加者を募集 
 
親善訪問団の歓迎会、姉妹都市４０周年レセプ
ションを⾏います。国際交流、市⺠交流にご興
味がある⽅、ご参加ください。 
●歓迎会 とき：６⽉１６⽇（⽇）午後６時
〜、  ところ：sayakaホール・レストラン 
参加費 ３０００円 
●レセプション６⽉２２⽇（⼟）午後７時〜 
ところ：sayakaホール・コンベンション 
参加費３０００円 

会議室の空き室HPでご確認ください 

 


