
 

 

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.295）  
                大阪狭山市健康吹矢サークル 

2013年9月 

陶器山の自然 
 

イシミカワ 
 

情報提供 
あまの街道と陶器山の 

自然を守る会 

楽しみながら健康づくりを！！ 

「吹⽮」というと古典的な武器というイメー
ジが強く、⼀般の⽅には馴染みが薄いと思わ
れますが、実は安全で楽しいレクリエーショ
ンとして全国の⽼若男⼥に親しまれていま
す。競技の⾯⽩さはもちろんですが、⾼齢者
に優しい健康法にもなるのです。その秘訣は
吹⽮の「腹式呼吸」にあります。⼤阪狭⼭市
吹⽮サークルは市内２ヶ所で毎週の定期開催
と秋には⼀般参加の吹⽮⼤会を⾏っておりま
す。⽤具等は⽤意しておりますので、いつで
もお気軽にお越しください。以下活動場所  

●⼤阪狭⼭市⽴公⺠館３階集会室１ 

 毎週⽉曜⽇午後1時から3時30分まで 

 （会費は⽉1,000円） 

●狭⼭ニュータウン⾃治会「すずかけ会館⼀
階ホール」毎週⼟曜⽇午前10時から12時ま
で（会費は⽉500円） 

●⼤阪狭⼭市市⺠吹⽮⼤会「⼤阪狭⼭市⽴公
⺠館3階⼤集会室」平成25年は10⽉27⽇
（⽇曜⽇）参加費200円（マウスピース代含
む）服装は⾃由です。開催⽇時間は変更する
ことがありますのでホームページ 

https://sites.google.com/site/
dabanxiashanshichuishisakuru/ 

のカレンダーか下記の連絡先にご確認くださ
い。問い合わせ：⻄⾕政雄072-366-6709 

さやりん 

「もっとこうしたらいいのに！」を提案してみませんか？ 

 

市が現在実施している事業や実施すべき事業であって、市⺠といっしょに取り組むこと

で地域の課題を効果的に解決できる事業の提案を募集しています。 

「市⺠が協⼒してこう変えたらもっと効果的にできる！」 

「こんな事業があったらみんなが喜ぶ、できたらいい！」 

と思う事業を提案してください。⾏政とは異なる視点から事業を

提案していただき、共に提案内容の実現のために⼒を合わせてい

きませんか？ 

過去の提案事業や採択結果、提案⽅法など、まずはご相談ください！ 

市役所１階 市⺠協働・⽣涯学習推進グループ 

         TEL 072-366-0011 （内線241） 
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アレルギーフォーラム in 南大阪 開催           

さやまラウンドの第７回講演会を開催 

 市⺠⾃治のまちづくり 〜市⺠も、⾏政も、議会も変わろう〜 

 地域に発⽣する問題は、⾏政にすべてを任せておけばよかった時代が過ぎさ 

 り、現在社会で起きる課題は複雑化・多様化しその解決に⾏政、市⺠、 

 NPO、企業など相互の協働活動により解決をはかる必要が⽣じてきました。 

 その協働を推進するためには市⺠も⾏政もさらに議会までも、それぞれ考え 

 ⽅を変える必要があります。 

  と き：9⽉7⽇（⼟）9：30〜11：00 

  ところ：SAYAKAホール ⼤会議室（２階） 

  参加費：無料  申込等：FAXまたはメールで⽀援センターまで 

  FAX:072-366-4664  E-mail:simin025@yacht.ocn.ne.jp 

⾨真市役所職員
と⾨真市⽀援セ
ンター受託者の
NPOメンバー４
名 が、7⽉13⽇
（⼟）開 催 の ま
ちづくり⼤学に
参加いただきま

した。⾨真市では今年８⽉から「かどま市⺠⼤
学」の開講。受講者のニーズに細かく対処するた
め「地域リーダーコース」「分野別専⾨コース」
「聴講⽣制度」の3コースを設けています。まち
づくりの柱とし公⺠協働を進めている⾨真市で
は、地域通貨「連」の運⽤なども実施しており、
今後も情報交換していきたいです。 
 

まちづくり大学へ門真市から参観

 
 

 
 

７⽉２７⽇（⼟）狭⼭池博物館で、2名の講師を招き「く
らしのなかの原⼦⼒と放射線」の講演会を開催しました。 
他市からの参加者を含む約８０名は、1部の基調講演と2部
のパネルディスカッションに熱⼼に聞き⼊っていました。 
 
講師：元関⻄電⼒（株）⼤飯原⼦⼒発電所所⻑ 吉川⽒ 
   ⼤阪府⽴⼤放射線研究センター⻑ 奥⽥⽒  

講師：ローカル・ガバナンス研究所 
 所⻑ ⽊原 勝彬 ⽒ 

講師の先生方 

8⽉19⽇（⽉）SAYAKAホールの⼩ホールに364名を集め開催され
ました。保護者・学校・消防・病院の連携を考えるフォーラムで
「アレルギーを持つ⼦どもを守るためにはどうする？関係機関との
緊急時の連携を⼀緒に考えませんか」とのテーマで進められまし
た。保護者の関⼼、学校関係者の関⼼が⾮常に⾼く今回の集客数が
物語ります。医師の⽴場で⾷物アレルギーの診断と治療や学校の取
り組み、⼦どもの学校⽣活の現状の報告の発表などがありその後質
疑応答の時間を作り午前を終わりました。午後も緊急時対応のシ
ミュレーションの⼨劇や学校給⾷センターのアレルギー除去対応の
話、救急隊との連携、保護者の経験からNPO代表の発表と続きアレ
ルギー症状の対応など医師の話など10:30〜16：00までの⻑丁場
でしたが皆さん真剣に討議された⼀⽇でした。この運営を担当され
たスタッフは46名と⼦どもスタッフも13名も元気に活動していま
した。とっても笑顔の素敵な皆さんでした。 



 

 - 

市内にもある第3の居場所 

 あまの街道と陶器山の自然を守る会 

今夏も次世代ボランティア育成の講座に20名の児童が参
加。⼦どもたちが将来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の能⼒の向
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
とを⽬的に⼤阪狭⼭市社会福祉協議会がボランティアグルー
プ連絡会の協⼒で開催しました。 
今年のテーマは、『じぇ かみなりがおちた じぇじぇ
じぇ』ボランティアの講師に、絵本「おちた かみなり」を
テーマにした紙芝居・⼿話・折り紙・クラフトを学び、午後
に学んだことを発表しました。 
夏休み中の1⽇を使っての、⾏事ですが、短い時間と少ない

スタッフのボランティア活動に充実感と感動を体得しました。次世代のボランティアの芽を育む、この⾏事を⽀え
るボランティア連絡会14グループの横の連携で提供された各スタッフの持つそれぞれの熟達した素晴らしいボラン
ティア・スキルがあってこそ実現したものです。受講した⼦どもたちの、近い将来でのボランティア活動を期待 
します。 

「あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会」は、狭⼭に残
された森である陶器⼭の貴重な植⽣、⽣態系を維持す
るため、毎⽉第４⽊曜⽇午後に会合を持ち、毎週⼟曜
⽇には現地での環境保全活動をメンバーで実施してい
ます。今回、⼤阪狭⼭市の市⺠公益活動促進補助⾦を
得て、今までそれぞれが⾃費で集めていた草刈り鎌、
鋏、ロープ・・等の道具類、掲⽰板ニュースの印刷
代、近隣活動団体⾒学費⽤ほかガイドラインの整備等
の⼿当のめどがつき活動にも拍⾞がかかりますとのメ
ンバーの声。緑と森を次の世代に繋ぎたいと願うもの
で、ささやかな活動もさざ波のように⼈から⼈への広
がりを念じてメンバーは元気に活動しています。 
現地での保全活動にはたくさんのマンパワーが必要で
⾶び⼊りでも参加歓迎です。活動に興味のある⽅は⼩
⾕さんまでFAXで（072-366-8102） 
 

夏のボランティア・ジュニア・スクールは 

「地域で活動するボランティアの育成」を
テーマに、市⺠活動⽀援センターでは、教
育委員会とタイアップし、市内各団体の参
加も得ての学習会を継続中です。 
第⼀回は、講師には公益財団法⼈ダイヤ⾼
齢社会研究財団の澤岡⽒を招いて、⼦育て
を終えた⽅や、定年退職をされた⽅々が、

地域まちづくりやボランティア活動に参加するには、気
づきの切っ掛けが⼤切とするミニ講演の後、参加の市内
各団体からのコメント交換会もおこないました。その記
録は、市⺠活動⽀援センターのVICホームページにて掲
載中で、ボランティア掘り起しの起爆となれるよう、引
き続きこの学習会は開催の予定です。記事掲載VIC HP 
⇒ http://www.osakasayama-vc.jp 

ご存知ですか？ 第3の居場所づくりって何・・？ 

⻑年の恐⻯への趣味をボ
ランティアに⽣かしたTさ
ん。狭⼭池博物館で⼩学
⽣の児童に夏休み講座と
して恐⻯の話を開催中
（全5回）。恐⻯の実像発
掘した化⽯や⾻などから

イメージした⽂献の利⽤には特に版権があり許可が
取れにくい苦労もある。 
今回はナショナルジオグラフィック誌の厚意で許可 
を得、講座を開催することが出来ました。パソコン
でパワーポイントを利⽤して⼦供たちへの説明もお
⼿の物。すっかり地域デビュー邁進中です。興味の
ある⽅は狭⼭池博物館「きょうりゅうの話実⾏委員
会」まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 

やっと季節の変わり⽬が感じる季節となりました。今夏
の集中豪⾬や各地の40度を超す気温など⽇本の住環境も
正に変わって来ています。住みやすい環境を取り戻すに
は⾃分の国だけで解決できる問題ではなくなりました。
地球⼈として皆で解決して⾏く必要であることを痛感し
ます。熟年の⾝でもこの環境では気⼒も湧いてくれませ
んがそこは⻑年の知恵で仕事のスピード配分を考えて活
動してます。仲間の中でも体調をくずされた⽅もおり健
康管理として定期的な検査も重要です。地域デビューし
て⼩記も10数年たちますが、新しく活動に加わっていた
だける⼈達の確保が今後のまちづくりには重要課題で
す。新熟年者の地域デビューをいかにサポートするか、
また第3の居場所作りをどうするか課題はまだまだあり 
ます。（U) 

 ⽀援センターでは、⾼性能
の「スキャナー」を導⼊しま
した。 プリントした写真
や、⼿書きのイラストをファ
イルとしてパソコンに保存
し、チラシなどに挿⼊したい
場合このスキャナーが便利で
す。当センタースタッフに相

談の上活⽤ください。 

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 

順調です・・使用済みインク 

の里帰りポストのその後 

 市内各活動団体紹介冊⼦
「しみんのちから」の２５
年度⽤更新版の原稿は、8⽉
19⽇現在、96％の原稿回収

率で、272団体からの返事をいただきました。 
あと3.9％約11団体さまから更新⽤原稿が戻り次第
CD版への作業が始まります。 

皆さんの活動・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。 

皆さまのお蔭で、プリンターインク
の⾥帰りボックスは、既に１個⽬が
満杯、２個⽬のボックスも半分の回
収インクが溜まりました。 ３個⽬
が満杯になれば、⼤阪府市町村ボラ
ンティアグループ連絡会にVICチーム
から届ける予定です。 
引き続き皆様のご協⼒お願いしま
す。 

しみんのちから２５年度版は

まちづくり参考図書を活用 
しませんか 

スキャナーを活用しませんか？ 

 

ご利⽤ください・・VIC活動分野別図書⽬録。⽀
援センターのVICホームページで閲覧できます。 

http://osakasayama-vc.jp/   
図書の⽐率は、まちづくり関連17％、ボラン
ティア関連17％、NPO関係13％、⽣涯学習関係
6％など131冊の蔵書がありますので活⽤くださ
い。申込は⽀援センター窓⼝へ 


