
 

 

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。 

 

⽬次  

9⽉6⽇からスタート 
第10期まちづくり 

⼤学 

1 

 

しみんのちから 

登録団体紹介 １ 

 
夏休み親⼦で 

⼯作体験 
2 

さやまラウンド 
第10回講演会 

今後の⾏事予定 
2 

落語も⽴派なボラン
ティアスキル 

３ 

第5回ふれあいの⾥ 
英語デイキャンプ 

3 

サザエさんで学ぶ 

夏のボランティア 

ジュニア・スクール 

3 

情報ステーション 4 

VOL.37 

大 阪 狭 山 市 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー 情 報 誌  

- 1 - 

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.56）⼤阪狭⼭市ボランティアグループ連絡会の12団体中の 
 ⼤阪狭⼭市朗読ボランティア「たんぽぽ」です。             

201４年9月 

陶器⼭の⾃然 
 

ヒガンバナ 
 

情報提供 
あまの街道と 

陶器⼭の⾃然を守る会 

発⾜して30年になる、主な活動は視覚障害
者への⾳訳サービス、テープ図書の作成で
す。より良いテープを届けるために毎⽉各
⽊曜⽇は講師による朗読勉強会・会員同⼠
の⾃主勉強会・デージー勉強会、活動につ
いて話合う例会と会報「たんぽぽ」を発⾏
するなど地道な努⼒を続けています。   
読み、アクセントなどの確かな校正⼒も必
要で、単⾏本⼀冊は90分テープで5-6巻に
もなります。作品に込められた著者の思い
を把握し、⼈名や地名などの読み⽅を調べ
るのにも多くの労⼒と時間がかかります。        

数回の丁寧な校正を経て完成したテープを
届けています。 
他にも毎⽉⼀回「たんぽほ声のたより」市
の「声の広報」「声の議会だより」など
も、最近はCDで聴かれるリスナーさんも
増えてその対応も同時に進めています。 
また年⼀回リスナーさんを招いての朗読会
のほか、市内外のボランティア活動にも
⽇々取り組んでいます。 
 
問い合わせ︓072-366-4867（川⼝） 

さやりん 

 

市⺠活動⽀援センターが推進する2007年開講
から今年で8年⽬の第10期まちづくり⼤学は、
「市⺠が起点のまちづくり」の基本理念を踏襲
し、今期からは「誰でも、気軽に、まちづくり
の実践」に役⽴つＡＢＣの三つのカリキュラム
選択制を導⼊し、この9⽉6⽇から開講しま
す。 
 Ａコースは⼤阪狭⼭市を知る講座 
 Ｂコースは市⺠によるまちづくり講座 
 Ｃコースは⾝近なボランティア講座 
 
ＡＢＣには、市⺠活動⽀援セミナーなどの⼀般
公開講座の単位や、ボランティア実践の体験も
含まれていて、市⺠参加のまちづくり第⼀歩に
ふさわしい講座内容も含みます。 
受講応募は市⺠活動⽀援センターのＨＰからネッ
ト応募が出来る様になりました。 

9月6日からスタート・・・ 

      第10期まちづくり大学 

 

http://www12.ocn.ne.jp/~simin025/26daigakubosyuu.html 



 

 

さやまラウンド（狭⼭中校区まちづくり円卓会議）第10回⽬の講演会
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★今後の⾏事の案内  問い合わせは︓sayamaround@sayamachuentaku.net 

 夏休み親⼦で⼯作体験 夏休み真っ盛りの8⽉2⽇、南中円卓会議主催の親⼦⼯作
教室が開催されました。 
午前と午後の2回で約60名の⼩学⽣とその保護者が参加し
ました。⼩⼑の使い⽅を学んだあとは、各テーブルに別
れ、サンプル作品を⾒本に思い思いの作品作りに集中で
す。のこぎりや⾦槌の使い⽅をスタッフがフォローしな
がら、個性豊かな作品ができあがりました。 
参加した児童たちからは「⾯⽩かった」「来年はもっと
難しいものを作りたい」と、保護者からも「普段家では
しないことなのでいい体験になりました」との声があが
りました。家庭でも親⼦で⼯作を気軽に楽しむきっかけ
づくりとなりました。 

第4回 
さやりんピックを開催します 
とき︓11⽉2⽇（⽇）10－15︓30 
ところ︓さやか公園 
   模擬店出展団体募集︕︕ 
防災をテーマに皆で楽しむ運動会
です皆さんもご参加を 

8⽉2⽇（⼟）に狭⼭池博物館にて第１０回講演会を
開催しました。講師は宇⽥技術研究所 代表で⼯学博
⼠の宇⽥成徳さん。講演テーマは「眼からウロコの創
造論」・⾃然がわかれば創造がわかる。 
⾃然は最⾼の仕組み、⼈間も⾃然のなかで⽣きている
ので、⾃然を素直に⾒つめ物の本質を理解すると物の
考え⽅に無理がなくなります。 
⾃然体になれば脳が活性化します。脳が活性化すれば
発明がどんどん出来楽しい⼈⽣がおくれますなど塩ま
き農法の紹介から地震予知の話や⾃然法則の原点など
広範囲で解りやすい説明の講演でした。 
⽣憎の⾬天でしたが約１００名の参加者がおみやげの
ミネラルたっぷりのふりかけをいただき喜んでいただ
きました。 

第11回公演会 
⾳タネ⼀座と皆さんと 

とき︓12⽉6⽇（⼟） 
開演14︓00~15︓30 
ところ︓さやかホール 

⼩ホール 
定員︓352名（要予約） 

参加費︓無料です 
 
 

 

第12回講演会 
どうすれば英語ができるよう

になるか 
とき︓2⽉21⽇（⼟） 
        14︓00-15︓30 
ところ︓⼤阪府⽴狭⼭池博物館 
    ２Fホール 
定 員︓120名（要予約） 
参加費︓無料 
 
講師︓⼤阪府⽴⼤ 

  准教授 
稲垣スーチンさん 
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サザエさんで学ぶ夏のボランティア 
       ジュニア・スクール 
される側から担う側へのボランティア実践養成講座 

 

落語も⽴派なボランティア・スキル 

まちづくり研究会の⼈権・教育分科会ではまち研出前講
座として⼿作り紙芝居講座のような、⼦ども向け対象の
ボランティア活動や、落語をボランティアスキルとす
る、施設の⾼齢者に愉しんでもらう落語会を開き活動実
践を展開している。７⽉２８⽇（⽉）に、新装なった社
会福祉⾏議会⼤広間で、⾼齢者を対象とする落語会の開
催。演⽬は、 
★⼦ほめ     花咲亭 東光さん     ★英語落語    ⾷いしん坊万才さん 
★裕次郎物語   賑わい亭正之助さん   
特に際⽴ったのが、2番演⽬の、英語落語・・・これなど落語の技術の他に、語学という⽣涯教育で得た学業ス
キルが役⽴っているもので、このグループが落語をKey Wordに、居場所活動を展開している例でもある。  

第5回ふれあいの⾥ 英語ディキャンプ開催 

公益活動補助⾦事業としてNPO法⼈⼤阪狭⼭⼩学校英語活動
⽀援の会では8⽉5⽇（⽕）に市⺠ふれあいの⾥で⼩学⽣4年
から6年の児童28名と⽀援するスタッフ21名合計49名の参加
で元気にスタートしました。スタッフの⾃⼰紹介も当然英語
でのスピーチで、また3名のUSA出⾝者と帝塚⼭学院⼤の応
援スタッフも加わり皆さん個性のある⾃⼰紹介でした。最初
にコルクのコースタを利⽤した名札づくりや各国訪問の
Passport Gameで名前、何処から来たか、何が好きか、何
をしたいかなど⼦どもに応じて質問し英語の答えでパスポー
トにサインをもらい。午後も英語の歌や家庭科の授業ではカ
レーライスづくりなど、午後からも図⼯⼯作でドリーム
キャッチャーやスライムづくりなど充実した勉強会でした。 

⼤阪狭⼭市社会福祉協議会傘下のボランティア・グルー
プ連絡会では夏のボランティアジュニアスクールを今年
も8⽉20⽇に開催した。  
⼩学3年から中学⽣を対象とするVJスクールは、既に20
回を超え、養成講座で育まれた若者がボランティアを担
う側として参加するのも最近の特徴。 
育む講習会を継続することの⼤切さを実感した。 
午前は、国⺠的アニメ「サザエさん」をテーマに、ボラ
ンティア講師から、おはなし、⼿話、朗読、折り紙、ク
ラフトのお⾯づくりなどの講習を経て、午後から特別養
護⽼⼈ホームを訪ねて、講習成果の発表を、「ふるさ
と」などのお年寄りが好む童謡も披露して盛り上がった
⼦どもたちの夏休みの⼀⽇が、担う側のボランティアへ
と成⻑してくれることを楽しみとしたい。 



 

 

若い世代の⾏動に地域資源を掘り起こそうとする視点
があり、それを⽀持する⼈の輪がつながることがまち
のブランド⼒向上の必要条件だ。 
先⽇、ある団体の全国⼤会に参加した。ご当地B級グ
ルメ情報はソースかつ丼。以前に訪れた他県にもあっ
たような、どこでもできる安直ソースB級。まちの中
にのぼりも出ている。エ クスカーション先は、会場
になった県庁所在地からは少し離れた城下町。⽔の郷
100選や名⽔100選にも選ばれた湧⽔の町としても有
名で、「⽔問題」の意識の⾼いまち。居住⼈⼝の減少
と⾼齢化が問題とは⾔いつつ、歴史的な資源も多くあ
り観光客は増加傾向 らしい。 
昼⾷は名産の蕎⻨とかつ丼。「蕎⻨屋のかつ丼︖」と
思いつつ、出された丼は温かいご飯の上に薄切りのた
まねぎを敷き、⼩ぶりの豚かつを３個乗せた中央に温
泉卵が落としてある。遅れて「たれ」が出てきた。 
この地は、湧⽔を使って⽇本酒や醤油の醸造所が多
く、若い⼈たちが地元の醤油を使った「醤油かつ丼」
として広めているのだという。蕎⻨つゆの「かえし」
を使った⽢⼝のたれで、ソースのようなどぎつさが無
く蕎⻨屋の品書としてもしっくりくる。（K) 

  
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 
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大阪狭山市

駅徒歩4分 

この「市⺠公益活動促進委員会」は平成１４年８⽉に設
置され、今回で第７期となります。促進委員会は、市⺠
活動を促進するための調査審議を⾏う、市⻑の諮問機関
です。今期委員会は、公募の市⺠委員４⼈、事業者１
⼈、学識経験者２⼈、その他２⼈の計９⼈で構成されて
います。協働事業評価や市⺠公益活動促進補助⾦の制度
について審議をする予定になっています。 

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 

 

 市広報誌掲載記事の受付 
 
  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。 

第７期市⺠公益活動促進委員が決まりました 

 

暴⾵警報時の業務について 
台⾵シーズンが到来します。市⺠活動⽀援セン
ターは暴⾵警報の発令で業務を休⽌します。業
務中に暴⾵警報が発令された場合、ご利⽤中の
みなさまにはスタッフよりセンターからのすみ
やかな退出をお願いしますのでご理解・ご協⼒
のほどよろしくお願いいたします。 

「もっとこうしたらいいのに︕」 
 を提案してみませんか︖ 

市では、市⺠との協働によるまちづくりを推進し
ています。より良いまちづくりのために、協働事
業に関するアイデアを募集します。市⺠が協⼒し
てこう変えたらもっと効率的にできる」「こんな
事業があったらみんなが喜ぶ」などという事業に
ついて、提案してください。過去の採択事業、提
案の内容や市の現状、市政に関する資料の提供な
ど。まずはご相談ください。 
○提案募集期間︓9⽉22⽇~10⽉10⽇必着 
⼤阪狭⼭市役所 市⺠協働⽣涯学習推進グループ 
ＴＥＬ 072－366－0011 （内線241） 

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。
使⽤済みインク回収順調です 


