
 

 

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.37）  

                     ⼤阪狭⼭キジムナーの会 

201４年３月 

陶器山の自然 
 

アケビ 
 

情報提供 
 

あまの街道と 
陶器山の自然を守る会 

 

 中⾼⽣の居場所づくり、舞台を通した⼈
づくりの場である「表現倶楽部うどぃ」、
⼤阪狭⼭市で⼈、地域、情報を繋ぐコミュ

ニティジョイントリーダーを⽬指す「さや
ま未来プランナー」の活動をサポートして
います。 
 「さやま未来プランナー」は、昨秋、市の
マスコットキャラクター「さやりん」と共
に⼤阪狭⼭市観光⼤使を任命されました。 
 彼らの活動の元となった「表現倶楽部う
どぃ」は、4⽉13⽇（⽇）SAYAKAホールで
の舞台「ひとつ星の伝説」に向け、⼀⽣懸命
稽古に励んでいます。  
問い合わせ先 
⼤阪狭⼭キジムナーの会 事務局 
住所 ⼤阪狭⼭市東茱萸⽊1-1757-77 
   溝端ビル2階 
電話/FAX 072-365-3465 

さやりん 

 

平成26年度（予定）の市⺠公益活動促進補助⾦の申請を受け

付けています。 

チャレンジ部⾨では、総事業費が30万円未満の市⺠公益活動

の事業に対して、上位10事業までを優先的に採択し、⾃⽴促進

部⾨では、総事業費の上限に関係なく申請ができます。 

この補助⾦は、市⺠や事業者などから寄せられた寄付⾦と同額を市も積み⽴てる市⺠公

益活動促進基⾦を活⽤し、事業費の⼀部を市が補助するものです。 

補助⾦申請の⼿引きや申請書類は、市⺠活動⽀援センター、市役所市⺠協働･⽣涯学習推

進グループの窓⼝で配布しています。市ホームページにも掲載しています。 

 

■補助⾦上限額 チャレンジ部⾨ 10万円（補助率３分の２） 

        ⾃⽴促進部⾨ 50万円（補助率２分の１） 

■受付期間  3⽉14⽇（⾦）まで（郵送の場合は、3 ⽉ 14 ⽇の消印有効） 

■申請場所  市⺠協働・⽣涯学習推進グループ 

■公開プレゼンテーション ４⽉13⽇（⽇）午前9時から、市⺠活動⽀援センター・講堂  

市⺠公益活動促進補助⾦の申請を受け付けています  



 

 

第2回まちづくり活動団体を顕彰︕ 
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まもなく発刊︕ ごみ減NEWS 

パソコンの無償供与しました。  
 おおさかさやまITネットではこれまで市⺠活動団
体へパソコン20台の無償供与をしてきました。 
今回6団体へ差し上げました。 
※グローバルスクール※⼿話サークルさやま※ガー
ルスカウト⼤阪府連盟第23団※たんぽぽの丘※メン
ズボランティア※朗読ボランティアグループたんぽ
ぽ 
 OSがXPモデルですがnet環境では4⽉からマイク
ロソフトのサポートは受けられませんが映像講座や
⽂書作成などまだ使⽤できるため活⽤をお願いしま
した。 
 これらのパソコンはいままで⽀援センターなどが
講座⽤などで使⽤したもののリユースです。 

ごみ減量はみなさんが主役です︕  
 
 市⺠でつくる⼤阪狭⼭市ごみ減量対策推進
会議は平成２２年に設⽴され、現在は公募で
選ばれた廃棄物減量推進員２１名が資源ごみ
部会、焼却ごみ部会に分かれてごみの減量に
関する調査・研究・啓発活動を⾏っていま
す。 
 今回、市・市⺠部⽣活環境グループと協働
で「ごみ減NEWS」を２⽉下旬に各⼾に配布
予定です。 
  

 1⽉25⽇（⼟）に市⺠活動⽀援センターでは第2回
まちづくり活動発表会で４つの団体を顕彰しました。 
「⽀援センター」の視点で、まちづくり分野で多くの
市⺠⼒を動員しながら活発に活躍されておられる市⺠
活動団体の中から、「⽀援センター」が特に⼒を注い
でいます活動分野が「市⺠協働」という条件に合致し
た団体です。 
 顕彰の4団体は「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VOSS―M」「⼤阪狭⼭⾷物アレル
ギーアトピーサークルsmile smile」です。 
 このあと各団体の活動報告と４つのグループに分か
れてグループワークを⾏い課題を共有をしました。  
 この「まちづくり活動発表会」は従来から取り組ま

れている「まちづくり⼤学」「まちづくり研究会」と
共にまちづくりのための《３本柱》として、これから
ますます需要が⾼まる「市⺠のための市⺠によるまち
づくり活動」の促進イベントとして育んで参ります。  
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南中円卓会議開設5周年記念「まちづくりを語る市⺠の集い」  

新春こどもまつり  

 ⼩⼈数でのグループ活動を通じ、「⾃分たちのこ
とは⾃分たちで」取り組む⼒を育む リーダー養成
のキャンプ・・・・今冬⼀番の寒波襲来の１⽉１１
⽇（⼟）に、元気な⼩学⽣が9名、ふれあいの⾥
で、パチパチ︕パーティ たき⽕体験キャンプに参
加しました。 
 ⽕のぬくもり、⼈と⼈とのつながりを⼤切にした
防災キャンプです。 
 ウォークラリー、凧作りのクラフトと凧揚げなど
の⾃然と親しむ遊びづくりです。 
 ⾃然に親しむ次世代ボランティア育成を⽬指す⼤
阪狭⼭リクリエーション協会のキャンプ養成講座で
寒い中参加の皆さんは元気に活動していました。 

冬のジュニアボランティアスクール開催 

 南中学校校区地域
コミュニティ円卓会
議では開設5周年を記
念して、まちづくり
を語る市⺠の集いを
開催しました。 
 笑⾵会の津軽三味
線のアトラクション
から始まり、市側か
らは円卓会議創設の意図と⽬的をまた事務局⻑による
「創設と運営」、前議⻑のよる「5年間の活動報告」
や現議⻑による「NPO法⼈化と今後の課題」また参

加者との意⾒交換で地域の課題を確認した⽇でした。
参加者約100名ほどでした。 

 今年も多くのボランティア団体が⽀えた新春⼦ど
もまつりが公⺠館で１⽉１2⽇開催されました。 
 閑静な街中では、⽇頃⾒かけることが少ないこど
もたち・・・こんなに⼤勢の⼤阪狭⼭市のこどもた
ちで、今年もまた、公⺠館主催の「新春こどもまつ
り」には、4,975⼈（公⺠館公称来場者数）の親⼦連
れ来場市⺠で溢れました。 
 その新春こどもまつりを⽀えたのが、市内ボラン

ティア団体や、各種市
⺠活動団体の皆さん。 
 今年の新春こどもま
つりの幕開けは、午前
10時〜のオープニン
グ＆ステージ。「さや
りんと⼀緒に踊ろう」

（⼤阪狭⼭市商
⼯会）と、続い
てドレミファこ
ども琴くらぶの
琴の演奏」で開
始されました。 
 ここ4回ほど
の毎年の取材の
なかで気づくのは、そのテーマが、「新春遊び」⇒
「学びと体験」へと、未来指向型に⼤きく舵とりさ
れていることです。 
 それぞれが⽇頃の居場所で培った得意とするパ
フォーマンスや、ボランティアの技術がいつもなが
ら⾒事に繰り広げられ、こどもたちの輝く⽬線に応
えていた印象が強く残る⼀⽇でした。 



 

 

やっと暖かくなりそうですね︕︕さあ、いろんなこと
がそろりそろりと動きはじめているような…何かとワクワ
クしてきますね?春が近づいているからでしょうか…。 

別れと出合いの季節、皆さんはどんな春を迎えておら
れますか︖ 

第35号ここまで続けることができたのも、⽀援・応
援・協⼒くださった多くの⽅々のお陰と思っています。 

多忙な皆さんの情報発信をお⼿伝いする傍ら、記事に
あるような、まちづくり発表会などの取材を紹介すること
でノウハウの共有や協働が進むことを願っています。 

各地域が注⼒するまちづくりに関し、役割を模索しな
がら、前へ進もうと思っています。 

まだまだ寒い⽇が続きますが、インフルエンザやノロ
ウイルスの流⾏から…そろそろ花粉の⾶散に気をつけてく
ださい。（Y) 

 
 

  
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 

 「⼤阪狭⼭市災害ボランティアネット」は、⼤規
模災害発⽣時に備えるため、市内の各種防災関連団体
のネットワーク化を進めています。 
 災害ボランティアの個⼈登録制度を設けましたの
で、協⼒いただける⼈を募集します。 
 登録した⼈と相談のうえ、あらかじめ定めた災害発
⽣時における役割（災害ボランティアセンターや避難
所の運営など）に必要な研修や訓練に参加していただ
きます。また、平常時には「災害ボランティアネッ
ト」への個⼈登録会員として、登録した連絡網（電
話・電⼦メールアドレス）を通して最新の防災活動状
況や、参加団体会員との合同講演会・講習会・訓練な
どへの参加案内をする予定です。詳しくは問い合わせ
てください。問い合わせ  
 社会福祉協議会 TEL367-1761（担当︓松井）   

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 

 

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。 

災害ボランティアネット個⼈登録

 

使⽤済みインク回収順調で
市⺠活動⽀援センターに設置してい
ます使⽤済みインクの⾥帰りポスト
は3回⽬も満杯になり⼤阪府市村町
ボランティア連絡会へVICチームか
ら届けます。 
引き続き皆様のご協⼒をお願いし

ます。 

ブログで情報の共有化をしませんか 
当センターではワードで書き込む要領で簡単に毎
⽇の活動を発信できる無料ブログ形式の利⽤⽅法
を紹介します。ボランティア間の双⽅向で写真・
資料などを添付した情報交換ができます。 
ご興味の有る⽅はICTチームへ相談ください。 
また毎⽉第4⽉曜⽇はパソコンお困り相談⽇で
す。（要予約）  

市広報紙掲載記事の受付 
あなたの団体の活動記事をおよせください。 
掲載を希望する⽉の前々⽉の15⽇までに市⺠
活動⽀援センターまでお申し込みをお願いし
ます。 


