
 

 

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.40）  
                大阪狭山市レクリエーション協会 

2013年12月 

陶器山の自然 

ビナンカヅラ  
 

情報提供 
あまの街道と陶器山の 

自然を守る会 

〜Smile for all〜すべてはみんなの笑顔のた
めに！ ⼈と⼈とのコミュニケーション、地
域におけるコミュニティづくり、⼦どもから
⾼齢者までの⼼⾝の健康。その根底にある真
の笑顔づくり。⼀⼈ひとりが豊かで⽣きがい
のある⽣活を送れるよう「笑顔づくり」を応
援しています。●⼦育て⽀援レク:幼児とそ
の保護者を対象にした「カラダほぐし・ココ
ロほぐし」の遊びの⽀援(指導)と遊び場づく
り。●福祉レク:⾼齢者施設を中⼼に、⾼齢
者の元気づくり・ふれあいつながりづくりレ
クリエーションのお届け。●⾃然体験レク:
⼩学⽣や親⼦向けの、カヤック体験や焚き⽕
体験、季節やフィールドの⾃然を楽しむイベ
ントの実施。◆リーダー養成:⼩中学⽣のた
めの⾃然体験活動トレーニングキャンプを実
施し、ジュニアリーダーの育成に⼒を⼊れて
います。また、健康づくりや⽣きがいづくり
をひろめるレクリエーションインストラク
ターをはじめ、⾃然体験活動を指導⽀援する
ネイチャーゲームリーダーや、キャンプリー

ダー、学校などで環境教育の指導にあたるス
クール・インタープリターなど、公認指導者
の養成にも⼒を⼊れています。◆毎⽉第３⼟
⽇を中⼼に、トレーニングキャンプを実施。
ジュニアリーダーの養成とあわせて、公認指
導者養成講座を開催しています。◆⾃然案内
ボランティア（スクールインタープリター）
養成講座２⽉１１⽇(祝・⽕)、市⺠ふれあい
の⾥を会場に「環境学習⽀援倶楽部さやま」
さんとともに「⼀般社団法⼈インタープリ
テーションネットワーク・ジャパン」さんの
協⼒をいただいて⾃然案内ボランティアリー
ダーの養成講座を開催します。 
  
フェイスブックページ:https://www.facebook.com/
osakasayama21 
  
問い合わせは、事務局(いのうえ) 
090-1967-7070 
osakasayama21@yahoo.co.jp 

さやりん 

 

市内活動団体の紹介冊⼦「しみんのちから」は、より多く

の活動情報をお伝えし検索も簡単なCD版として今般発⾏

しました。  ご登録の団体さまへは順次お届け中です。こ

のCD版には、ご登録団体の個別紹介を始め、使い⽅のマ

ニュアル、検索⽤索引、市内⾏政機関の紹介ページ等も含

まれています。今回の更新版へは、262団体の登録があ

り、そのうちメールアドレス登録は全体の65％、168団体でした。さらにその内訳として新

規登録が23団体、既刊版からの削除は18団体でした。メールアドレス登録の団体は、従前

同様、ITを媒体とするICT版による種々のフォロー情報を随時提供します。更新版は2年の間

に、活動団体の地図もかなりの変化があり、約35％の団体で、代表者や住所、メールアドレ

スの変更などの流動が確認されています。 その意味でも、今回ご登録漏れや、新規登録ご

希望の団体さまは、その都度市⺠活動⽀援センターにお申込みください。 

発行しました・・皆さんの居場所 



 

 

平成25年度 狭山地区 ふれあい広場  
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さやまラウンドの第8回講演会を開催 

第5回 健康ウオーキング大会は・・・ 

11⽉10⽇（⽇）に市⽴東⼩学校で狭⼭地区福祉委員
会と⼤阪狭⼭市福祉協議会が主催でふれあい広場が 
開催されました。地区福祉委員会の活動を紹介し、
福祉事業についての理解を深めるための啓発と普段
接する機会が少ない⼦どもからお年寄りまでの世代
間交流の場として開催しています。 
この活動は平成11年からで14回⽬の開催になりま
す。福祉委員会の各⽀部はグランドでの模擬店の販
売また参加団体によるグランドゴルフ連盟やゲート
ボール連盟の体験コーナ及びボランティアセンター
によるクラフトコーナまたノモールサトウによる電
動バギー⾞の提供、寿⾥苑 花舞の郷によるヨーヨ
つりなど出展し、来場者は662名でした。ここ数年
参加数の減少が気がかりです。 

第5回⽬の健康ウオーキング⼤会は11⽉4⽇にさやか
公園と狭⼭池周回路を利⽤開催されました。今年は
狭⼭池1周コースのほか副池経由の延⻑コースもあ
り、それぞれご⾃分の体⼒にあったコースを楽しみ
ながら汗をかいていました。参加者の中から選ばれ
た5年⽣児童の歩数当てゲームやウオーキング終了、
会場での「さやりん」参加で記念写真をとる家族の
姿、泉北野⿃の会メンバーの協⼒で⾃然の材料を利
⽤したクラフト製作コーナを楽しむ⼦どもたちの元
気な声がきこえました。 
この⽇は連休のはざまでしたが約300名余の参加が
あり楽しい1⽇でした。 
この⾏事も市と熟年いきいき事業実⾏委員会との協
働事業として運営されています。 

あきらちゃんとラーメンちやん＋⾳だね⼀座と皆さ
んのコンサートが市⽴東⼩学校体育館で10⽉26⽇開
催されました。台⾵の接近もあり開催が危ぶまれま
したが通過後は何とか対応できました。 
参加された⽅は400名余りで若いおかあさんと⼦ど
もさんも元気に会場⼀体となって楽しい時間を過ご
すことができました。 
今回参加のアンケートの結果は市内77％、市外23％
で他市からは堺、富⽥林市、⼤阪市、河南市、和泉
市奈良市、京⽥辺市などで参加の情報⼊⼿は⼝コミ
などの集客の効果が多きかった。これは協賛いただ
いたsmile smile⽅のお⼒がありました。 
講演会の感想として・・⼤⼈も⼦どもも歌って踊っ
て楽しかったとあり今後も⼦どもも楽しめる講演会
の企画もの望まれており主催の狭⼭中校区円卓会議
メンバーも充実した1⽇でした。（U) 
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ご存知ですか・・要約筆記通訳 

調理ボランティア養成講座 10/1開催 

この協会では、⼩中学⽣を対象に、リーダー養成を⽬
的としたトレーニングキャンプを近隣各地のキャンプ
場で毎年⾏い、最初の受講児童は、既に成⼈に達した
⼈もいる息の⻑さである。 
この⼤阪狭⼭市レクリエーション協会。 その設⽴
は・・・と⾒ると、なんと1987年。 今から26年も
前になる。 
今回、泉南市にある古⺠家を象った⾥⼭の⾃然学校
で、保護者を含む参加児童36名が、サポートスタッ
フと共に⾃然の体験学習を愉しんでいた。 
写真を中⼼にその活動の⼀端をお伝えし、 この体験
児童たちが、ボランティアリーダーとして、⼤きくは
ばたいてくれることを願いたい。詳細はHPをみてく
ださい。URL:http://osakasayama-vc.jp/

 私たちが元気で毎⽇充実しているのは、ボランテイ
アのお蔭、そして、ボランテイアで出会った素晴らし
い仲間たちがいるからです。これからも無理をしない
で頑張ろうと思っていいます。・・・・ボランテイア
参加者の皆さんの気持ち！！「普段家で料理される
⽅、料理は苦⼿だが、⾷べることが⼤好きな⽅、空い
ている時間で、何かボランテイアをしてみたい」とい
う⽅、⼀度参加してみませんか。をキャッチフレーズ
に、あなたのお越しを⼼よりお待ちしています。養成
講座を実施しています。本⽇は、8⼈のボランテイア
の⽅々が、30⼈分の昼⾷を作られ配膳し、ひとり暮
らしの⽅々と楽しくお話しをしなが 過ごしていまし
た。満⾜感あふれる双⽅の笑顔が印象的でした。この
講座は⼤阪狭⼭市社会福祉協議会 により開催されて
います。  

紀泉わいわい村で青少年ボランティア講座 10/13取材 

市⺠活動⽀
援センター
のＰＣお困
り相談コー
ナーは、毎
⽉第4⽉曜⽇
に相談⽇を
設定し、パ

ソコンについてのご相談を受けています。今回、市⽴
第三中学校に出前ボランティア⽀援に⾶び出しまし
た。市⽴第三中学校2学年のABCDE組の191名の⽣徒
が、市内の事業所に出向いて、職業体験をし、そこで
学んだことを、⽣徒全員がＩＴスライドで発表に際す
るサポートです。この結果を11⽉13⽇三中体育館で
組別に全員発表しました。保護者・他校関係者が参観
にきていました。 

第三中学校へICTボランティアに参加 

市内にもこんなボランティア
があった・・・・・引きこも
りの難聴者を社会参加の道
へ・・・2008年に⽴ち上げ
られたのが、要約筆記通訳グ
ループ「どんぐり」講演会や
公の場での講話などを、ＯＨ

Ｐの投影プロジェクターで、⾔葉を⽂字に書き換えて
スクリーンに投影します。 
この要約筆記の作業は、三⼈⼀組でほぼ10分交代し、
「早く、正しく、読み易く」の要約三原則に従って、
⾔葉を⼿書きの⽂字に絶え間なく書き換えるハードな
作業。要約筆記通訳のボランティアを必要とする⼈
が、その恩恵を通じて社会参加ができることを期待し
たいものです。 

当日参加のメンバーとスタッフ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 

                                           

 

 

 

 

 

 

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 

だんだんと肌寒く感じられる季節になりました。過ごし 
易い時期ですが、体の調⼦を崩すことも多いので、⾵邪な 
どひかないように注意したいものです。 
健康の保持増進、体⼒の向上は、われわれの願いでありま 
すが、⾼齢化が進み⻑寿社会が到来するなか、⽣涯にわた 
りより豊かに、充実して⽣きるためには、いつまでも若々 
しい体⼒と健康な体を保つことが⼤切です。 
当⽀援センタースタッフも、⾼齢化が進み、ちょっとした 
ことから体調を崩される⽅が年々増えています。 
健康保持増進と体⼒の向上をどのように図っていくか、⾃ 
分に合った⽇ごろの取り組みを実⾏し、残り少ない⼈⽣ 
を、当⽀援センターを第３の居場所として微⼒ながらボラ
ンテイアに励みたいと思います。 

（N） 

と き：平成26年1⽉25⽇（⼟）13：00〜16：30  
ところ：SAYAKAホール 2F ⼤会議室 
申 込：12⽉27⽇（⾦）必着 
定 員：50名 申込先着順 
参加費：無料 
活動発表団体：狭⼭ヒメボタルを守る会、⼤阪狭⼭市
熟年いきいき事業実⾏委員会、防犯ボランティアグ
ループ、⼤阪狭⼭市⾷物アレルギー・アトピーサーク
ル（Smile Smile）申込：市⺠活動⽀援センターまで           

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 

市民公益活動促進補助金事前相談 

市⺠公益活動促進基⾦は、市⺠や事業者等から寄
せられた寄付と同額を、市が上積みする「マッチ
ング・ギフト⽅式」を取り⼊れています。⼤阪狭
⼭市役所政策調整室市⺠協働・⽣涯学習推進グ
ループにある申出書に必要事項を記⼊の上、同グ
ループに申し出てください。その際に寄付⾦の授
受の⽅法についてご相談させていただきます。 
★政策調整室 市⺠協働・⽣涯学習推進グループ 
           （☎366-0011） 

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。 

市⺠公益活動促進基⾦を活⽤して実施する補助事業を
募集します。福祉の増進、環境の保全、⻘少年健全育
成、⽂化芸術等の振興、経済活動の活性化など、多数
の利益につながる多様な市⺠活動を⽀援するもので
す。「補助⾦を活⽤して活動を拡⼤したい！」「興味
はあるけれど、どうやって申請するの？」「どんな事
業が申請できるの？」まずはご相談ください！ 
※平成26年度予算成⽴を前提としています。 
 
★市⺠活動⽀援センター（☎366-4664） 
★政策調整室 市⺠協働・⽣涯学習推進グループ 

市民公益活動促進基金寄附金募集 

新スタッツフ紹介 

第2回まちづくり発表会のお知ら

 

当センターに新しいメンバーが加わりました 
どうぞ宜しくお願いします。 

松野 恵理 

総務チーム 
山口 政章 

ICTチーム 


