
 

 

市⺠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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陶器山の自然 

 
やまもも 

 
情報提供 

 
あまの街道と 

陶器山の自然を守る会 
 
 
 

1977年に発⾜以来、合唱を通した⼦ども
たちの居場所であり、社会教育の場とし
て、たくさんの保護者・指導者・OBの⼒
をあわせて⼦どもたちとともに成⻑し、学
んできました。 
合唱とは、決して難しい事ではなく、⾃分
の体を楽器としていつでも始められ、⼀⼈
ではなく仲間とともに声と⼼をあわせて創
る⾳楽です。 
だからこそ、⼈との絆を⼤切に感じる事の
出来る豊かな⼼が育ちます。 
更に、多くの舞台経験を踏むことで、責任
感や達成感が⽣まれ、努⼒する事の喜びと
⾃分への⾃信が持てるようになります。 

⼦どもたちは本当に⾃然で素直に⾳楽を楽
しみ、信じる仲間と⼀緒に歌える喜びを感
じながら楽しく練習しています。 
これからもずっと、可愛い歌声を誰かの⼼
に届けて⾏きたいです。  
 
練習⽇︓⽉３回⼟曜⽇ 午後２時〜４時
（変更する場合があります） 
練習場所︓主に市⽴公⺠館 
対象︓３歳以上〜中学⽣ 
 
お問い合せ︓新⼭ 072-365-1646  
         090-8380-2162  

さやりん 

 

1⽉27⽇から3⽉14⽇まで募集の「市⺠公益活動促進補助
⾦」には6事業の応募がありました。同時に25年度の事業報
告も公開プレゼンテーションされました。 
★平成25年度の事業報告のみの団体は次の4団体 
○傾聴さやま ○要約筆記通訳どんぐり ○⼤阪狭⼭⾷物
アレルギー・アトピーサークルsmile・smile  
○⼤阪狭⼭キジムナーの会 

★25年度事業報告と26年度⾃⽴促進部⾨の申請は6部⾨で 
○若駒会 ○三津屋川を美しくする会 ○あったかファミリースクール ○⼤阪狭⼭⼩学
校英語活動⽀援の会 ○あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会 ○ＮＰＯ法⼈⻘少年⽂武育
成会 
★今年はチャレンジ部⾨の申請がなかった 
「26年度⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進補助⾦」の公開プレゼンテーションが開催された。
この制度はより良いまちにするため様々な部⾨で取り組まれている市⺠活動に対して市が
資⾦の援助をするというものである。今回のプレゼンテーションでは、まず、25年度の補
助⾦交付団体の事業報告がされ、続いて、26年度の申請団体がプレゼンテーションを⾏っ
た。今年度は6団体の申請があったが、すべて「⾃⽴促進部⾨」で、チャレンジ部⾨の申
請はなかった。さらに市⺠活動を促進していくためには、このような制度を⼤いに活⽤し
てもらうことが必要になります。 
 

 市⺠公益活動促進補助⾦ 
〜平成25年度事業報告・平成26年度 公開プレゼンテーション〜 



 

 

熟年⼤学は13回⽬の⼊学式 
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軽トラ市・狭⼭池まつりで開催︕〜まち研地産地消グループが企画運営〜 

 狭⼭池まつり2014開催 
わたしたちのまちの⾵物詩 市⺠⼿作りのまつり「狭⼭池まつ
り」狭⼭池は、歴史的には「古事記」や「⽇本書紀」にも登場
する⽇本最古のため池であるとともに、市⺠のシンボルとして
親しまれています。  
今年も晴天に恵まれ多くのボランティアに⽀えられ、素晴らし
いまつりとなりました。 
今年は4⽉26⽇、27⽇2⽇間で59,000⼈の⽅が訪れ⼤勢の家族
連れで賑わいをみせました。池の周囲には模擬店、フリーマー
ケット、各種団体PRブースなどが並び、池の⽔辺に設置された
「⿓神舞台」で繰り広げられる歌やダンス、マーチングバン
ド、舞踊など。26⽇の夜７時ごろには狭⼭池を囲むように配置
された約⼀万本のろうそくに⼀⻫点⽕された「灯⽕輪」とあわ
せて打ち上げられた花⽕が⽔⾯に映り、とても幻想的な雰囲気
に包まれました。 

  

熟年⼤学も今年で13回
⽬の⼊学式を迎えまし
た。市⺠協働の事業と
して元気な熟年者を熟
年者がサポートする仕
組みです。 
今年度の15教科の専⾨
科⽬受講者は486名、

公開講座受講者は175名です。 
専⾨科⽬では年間30回の講座と10回の公開講座
での授業が進められます。継続して参加できる
ため13回⽣の⽣徒もおり熟年者としても幅広い
年齢の⽣徒が元気に交流を深めています。 

まちづくり⼤学は新企画でまもなく募集

今年度で10期を迎え、“まちづくりは⼈づくり”が肝⼼と
の考えで毎年開催してきましたが、今年度から内容を⼤幅
に⾒直します。★改定の内容︓より多くの市⺠の皆様の
“まちづくり”活動に活かせるよう、かつ、より興味を持っ
ていただけるように⼯夫していきます。このため、①平易
で興味を持ってもらえる内容にし、⼤阪狭⼭市に関する知
識を深め、より愛着を深めてもらえるようにしていく。②
ボランティアを養成する講座を加える。③受講⽣同⼠の交
流を深めていく。 
★講座内容︓講座は下記の３つのコースとし、複数コース 
 の受講が出来ます。 
・⼤阪狭⼭市を知るコース（９⽉） 
・市⺠によるまちづくりコース（10⽉） 
・⾝近なボランティアコース（11⽉） 
●詳細は改めてお知らせします。 

まちづくり研究会 地産地消グループは今年の狭⼭池まつり
の4⽉26⽇と27⽇に、さやか公園こども広場会場で「軽トラ
市」を開催しました。 
地元で採れた「エコ農産物」を軽トラックに積んで販売する
もので、⽣産者と消費者を直接結びつけることを⽬的に取り
組んだものです。販売した野菜など好評のうちに売り切れま
した。今後は⼤阪狭⼭市地産地消推進協議会として⽣産者な
どと情報交換会や他のイベントへの参加、⼤阪狭⼭ランチの
創作、消費者向けのイベント、地元⾷材を利⽤した狭⼭カ
レーコンペなどを推進してきます。 
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あまの街道と陶器⼭の⾃然を守ります・・チョイボラ 募集 

  

⼦どもたちへ…ボランティアの息吹を 

まちの⾒どころづくりが近年の活動⽅針です。寒期の
⼟曜活動で、落ち葉掻きや笹刈りをすると埋もれてい
た希少種が復活。2003年の植⽣調査によれば、陶器
⼭を含む丘陵地には準絶滅危惧種を含む92科292種の
植物が観測され、帰化植物10％程度と⾔う良好で豊か
な環境を⽰しています。春先のアオモジから始まっ
て、コバノミツバツツジ、ヤマザクラ、ソメイヨシ
ノ、モチツツジと続き、雪景⾊〜新芽〜萌⻩⾊、緑の
トンネル〜紅葉のルミナリエと繰り広げられる⾃然の
変化に引き寄せられる80種の野⿃の声も愛らしい。陶
器⼭は狭⼭の宝です。宝づくりの活動に、チョイボラ
精神のご参加、歓迎します。 
問い合わせ︓あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会 
      代表 窪⽥ 由紀  
連絡先︓konis_ki@amber.plala.or.jp（⼩⻄） 

今年の春、恒例のボランティア・ジュニアスクールに
異変が起きた……それは、定員20名の募集の「さや
までお宝を探せ……」に、61名もの⼩学3年〜6年の
児童の応募があったこと。 
各ボランティアのスキル集団が10箇所のポイントに
分散して、4名⼀組班編成の宝探しの児童を待機……
その場所でそれぞれグループの持つ特技を探し当てさ
せた。これを⽀えたボランティアの数は、なんと10
グループ41名。にぎやかな児童の声につつまれ市⺠
ふれあいの⾥に分散展開しての宝探しとなった。   
   

朗読ボランティア「たんぽぽ」の活動 
視覚障がいの⽅々に、録⾳テープやＣＤを媒体とする情報を提供し
ています。毎⽉１度の「声のたより」を発⾏・・・五⼤新聞やミニ
コミ誌の中から記事を選び、４⼈⼀組のグループで、６０分テープ
とＣＤを作成してリスナーに届けます。今では、その活動範囲も広
がって、歴史にゆかりのある記事、万葉集を読み解く、エッセイ、
健康に関する記事、料理メモ、詩、図書館ホームページからの新刊
本のお知らせ案内などなど・・・多彩な情報を⾳声で提供していま
す。たんぽぽの設⽴は、今から29年前、公⺠館の朗読ボランティ
ア養成講座を修了した受講⽣の有志が、1985年１⽉に⽴ち上げた
グループで、現在メンバーは２０数名が参加活動しているボラン
ティアグループです。 



 

 

新緑シーズンに⼊りました、新しく組織に参加された⽅ま
た組織から去られる⽅など新旧の交代があります。NPO
や地域の団体も活動を継続して⾏くためには常に若い⼈の
加⼊が必要です。 
その志を伝え進める協⼒者が常にいないと組織としては硬
直化します。⼩職も10年⽬、余命も予測できる年代にな
りました。発想・⾏動ともに活性度が下がり⽼害にならな
ければ良いがと何時も思います。 
残り少ない⼈⽣を悔いなく過ごすにはどうすればよいか⾃
問する毎⽇です。先⽇も設⽴してから30年も続くボラン
ティアグループの取材を通してその⽅達の志を⾒ました。
ボランティアにも技能や技術が必要で、その研修をとおし
て技術の伝承がされて居ること。 
ジョブトレーニングは仕事の基本を伝える事で重要です。 
伝えること継続する⼒がボランティア活動にも重要では。 
（U) 

  
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 
（H P）︓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 

●活動⽇時︓6⽉11⽇から毎週⽔曜⽇午後2時30分〜 
      5時まで  活動可能な⽇のみ参加で可 
●活動内容︓主にこどもたちが安全に遊ぶことが出来  
      るように⾒守ります。 
●活動場所︓南第⼀⼩学校/第七⼩学校/東⼩学校/ 
      北⼩学校 
●対 象︓⾼校⽣以上の男⼥（資格不要） 
●謝 ⾦︓1000円/回 
●申込・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  
    TEL:072-366-0011 （内線824） 

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 

 

市広報紙掲載記事の受付 
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。 

「こども広場」ボランティア募集 

 

使⽤済みインク回収順調です 

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4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。 

「元気っこクラブ」ボランティア募集 
放課後居場所づくりの活動で6⽉から南第三⼩学
校と⻄⼩学校で週3回実施します。 
特に「⾃由遊び」のスタッフを募集します。 
対象は⾼校⽣以上の男⼥（資格不要）謝⾦1000
円/回、興味・関⼼のある⽅はご連絡をお願いし
ます。申込・問い合わせ︓⼤阪狭⼭市教育委員会 
元気っこクラブ担当︓花澤・榑本・前⽥ 
TEL︓072-366-0011（内線823） 

新任スタッフ紹介 どうぞ宜しく 
  

総務チーム 
楠 喜博 

 

ICTチーム 
北中 大輔 

VICチーム 
田中 昌子 

 

センター利⽤案内を更新しました 


