
 

 

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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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.97）⼤阪狭⼭混声合唱団                 

201４年12月 

陶器⼭の⾃然 

ホオジロ 
 

情報提供 
あまの街道と 

陶器⼭の⾃然を守る会 

 ⼤阪狭⼭混声合唱団 通称「さやこん」
は、来年1⽉結成20周年を迎えます。現在団
員数は86名。５⽉の定期演奏会に向け猛練
習中です。 
 私たちは、将来に向け、この地域に合唱の
輪を広げようと、昨年8⽉より地域の⼩学
校、中学校への訪問演奏活動を開始しまし
た。同時に少年少⼥合唱団を⽴ち上げて、団
員の募集を始めました。現在⼩学⽣、中学
⽣、⾼校⽣32名の⼦どもたちと５⽉の定期
演奏会に向け練習中です。 
 合唱の魅⼒を伝えるため、また次世代の⼦
どもたちに、合唱によって⽣まれるハーモ
ニーの美しさ、多くの⼈とリズムを合わせる

連帯感、名曲が織りなす⼼地よさを伝えるべ
く活動をしています。 
 第9回20周年記念定期演奏会は、私たち団
員と⼦どもたちによる少年少⼥合唱団の合
同演奏会となります。是⾮ご来場していただ
き、コラボレーションをお楽しみください。 
 なお、私たち「さやこん」は、⽉３回、⼟
曜⽇の午後6時３０分より、市⽴コミュニ
ティセンターの⾳楽室で練習をしています。
⼀度⾒学にいらっしゃいませんか。 
 
  問い合わせ  団⻑ 塚⽥徹郎 
  TEL:090-2614-0112 
  *P-5に関連記事があります。 

さやりん 

晴天にめぐまれた今年の「はばたきフェス
タ」・・10⽉18⽇（⼟）19⽇（⽇）の 福
祉センターゾーンへの公称来場者は実に
10,013名。この盛況の来場者を迎えた市
内90活動団体に交じり、こどもボラン
ティアも⼤勢が活躍しました。 

つなげるか・・・ボランティアの芽 

こどもたちのボランティア経験がいつか次世
代ボランティアの担い⼿に育まれることを
願っての「はばたきフェスタ」での取組。 
⾼齢化で少なくなるボランティアの担い⼿
を、少しでも改善しようと、会場内で、ボラ
ンティア募集のチラシが配られていたのも、
時代の推移を印象づける⼀コマです。 



 

 

第4回さやりんピック開催しました~狭⼭中校区まちづくり円卓会議~ 
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 第6回健康ウォーキング⼤会は 

11⽉9⽇（⽇）、さやか公園と狭⼭池周回路で⾏われ
た第6回健康ウォーキング⼤会は⽣憎の⾬のなかでの開
催になりました。  
⾬天にもかかわらず元気に参加した約150名が、副池
⽅⾯ルートと狭⼭池周回路の2コースに分かれてウォー
キングを楽しみました。  
傘をさしてのウオーキングもこの⽇ならではだったか
もしれません。このウオーキングは、熟年いきいき事
業実⾏委員会と保健センターの協働で毎年開かれてい
ます。 

11⽉2⽇（⽇）今年のさやりんピックは、さやか公園
で開催を予定していましたが、天候不順で前⽇の10時
に判断して急遽、東⼩学校に変更して開催することに
なりました。会場が変わったことへの連絡など、参加
団体への周知や模擬テントの調整、会場変更によるプ
ログラム変更もありましたがストライクアウトに挑戦
やナイス︕シュート、親⼦で輪投げ、⼤声コンテス
ト、狭⼭中学校美術部による簡単クラフトづくりと狭
⼭中学校吹奏楽部による演奏も花をそえました。 
その後は参加のみなさんで飴すくい競技や、パン⾷い
競⾛で楽しみました。当⽇の参加者は1,300名でし
た。 

狭⼭地区ふれあい広場 狭⼭地区 ふれあい広場が10⽉25⽇（⼟）午前10時から秋晴
れのなか東⼩学校運動場と体育館を利⽤して開催されました。
この⾏事は狭⼭地区福祉委員会、⼤阪狭⼭市社会福祉協議会と
狭⼭地区の8⽀部と協⼒としてグランドゴルフ連盟、ゲート
ボール連盟、ボランティアセンター、東⼩学校PTA、クラフト
ハウス、ノーモルサトウ、寿⾥苑花の舞の郷の協賛により開催
されました。運動場では6つのテントで⽀部メンバーや団体に
よる模擬販売,飲み物や軽⾷の販売で昼⾷を兼ねて⼤盛況でし
た、運動場ではゲートボール、グラウンド・ゴルフの体験、電
動バギーや電動列⾞の⾛⾏など。体育館内では疑似体験コー
ナーとしてアイマスク着⽤の歩⾏や⾞いす乗⾞体験など。また
福祉団体によるヨーヨーとあてものあそびで賑やかでした。会
場は運営するボランティアスタッフと参加の⼦どもたちの元気
な声で賑やかでした。主催者によると約800名の参加がありま
した。 
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6年⽬を迎えた三津屋川を美しくする会 

 

⼤阪狭⼭桜太⿎も10周年 

9⽉27⽇（⽇）SAYAKA⼩ホールで10周年の記念公演を
開きました。この公演は、⼤阪狭⼭市⽂化振興事業団の
⽂化の花咲かそ補助⾦の対象事業です。 
１部では⼤阪狭⼭桜太⿎、和太⿎晴嵐、和太⿎極のアマ
チュア3チームが演奏、２部には舞太⿎あすか組が登場
し、迫⼒ある太⿎の⾳に⼩ホール満席の聴衆が酔いしれ
ました。 
桜太⿎は、平成15年の和太⿎ワークショップをきっか
けに発⾜。演奏する太⿎がなくタイヤを叩いての練習か
ら始まりましたが、10周年の公演で⾒事な演奏を披露
しました。 

⾞椅⼦基礎講座 〜 ボランティアグループ連絡会

10⽉２⽇（⽊）さつき荘で、⾞椅⼦を知るための講座
が開かれました。講師は、⼤阪介護福祉⼠会会員の、前
⽥元気さんと仲悟さん。⾞椅⼦は道路交通法上は歩⾏者
に当たるということから、⾞椅⼦への移乗のさせ⽅、押
し⽅など実習を混じえて勉強しました。 
前半の⾒て聞く講座と違い、屋外での実地訓練は⼤変。
四苦⼋苦された参加者が多かったようです。これが最も
⼤切な成果でした。 
この記事の詳細な内容は、市⺠活動⽀援センターのホー
ムページからぜひご覧ください。 
http://osakasayama-vc.jp/ 

三津屋川を美しくする会では定期⼤掃除を年3回おこ
なっています。 
11⽉8⽇（⼟）午前１０時からこの⽇は晴天に恵まれ8
の地域団体と市職員と富⽥林市⼟⽊の職員あわせて90
名ほどで作業を開始しました。 
すでに除草されたケフナや伐採されたものを河川から集
積する場所までの移動で作業する⽅も⾼齢の⼥性が主体
で若い⼈の協⼒が欲しいところです。 
当会も市の市⺠公益活動促進補助⾦を活⽤して5年⽬の
ため次年度には他の⽅法を模索中ですが、1級河川はだ
れが管理するのか⺠のちからも資⾦的に無理があり継続
するには⼤阪府・市などとの連携がさらに必要です。 



 

 

まちづくり研究会活動報告会 

平成27年1⽉31⽇（⼟）午後２時から午後４時 
⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター２階講堂で「平成
２６年度の活動報告会」を開催します。 
従来５⽉に開催していましたが、今年度は１⽉の開
催になりました。 
まちづくりに関⼼・興味のある⽅も⼤歓迎、是⾮お
越しください。 
 
●お問い合わせ︓ 
 ⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センターVIC 
 ℡︓072-360-1011 
 E-mail:vic@osakasayama-vc.jp 

ボランティア登録募集のご案内 
市⺠活動⽀援センターボランティア情報センター
（VIC）ではボランティアをやってみたい、どんな内
容のものがあるか、どうすれば登録できるのといった
悩みにこたえます。 
各種イベントの参加はもとより、NPO活動等への参加
を促し、多くの市⺠に“すみよいまちづくり”に関わっ
ていただくための“キッカケづくりを⾏っています。 
ボランティア登録していただくと、ボランティア関連
情報の提供、講演会や勉強会等の案内を提供していま
す。 
是⾮、この機会に「ボランティア登録」をお願いしま
す。  
●お問い合わせ︓ 
 ⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センターVIC 
 ℡︓072-360-1011 
   E-mail:vic@osakasayama-vc.jp 

第10期まちづくり⼤学 公開講座を開催します 
まちづくり⼤学の公開講座を下記の⽇程で開催します。 
官⺠協働に興味の有る⽅は参加をお願いします︕ 
 
●と き︓平成26年12⽉6⽇（⼟）午後1時30分から3時30分 
●ところ︓SAYAKAホール ⼤会議室 
●定 員︓100名（先着順）    
●参加費︓無料 
●講 師︓川北 秀⼈さん 
 IIHOE［⼈と組織と地球のための国際研究所］代表 
●内 容︓地域における⾏政と市⺠の協働のまちづくり 
 官⺠協働による地域づくりについて、全国各地の事例 
●申し込み︓⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター 
 ℡・FAX︓072-366-4664 
 E-mail:vic@osakasayama-vc.jp 

講師︓川北 秀⼈さん 
IIHOE代表 

さやりんフェスティバルを開催します。 
狭⼭中校区まちづくり円卓会議では第1回地域⽂化祭
の開催します。 
★舞台の部 

参加団体を追加募集中です。 
●と き︓平成27年3⽉15⽇（⽇） 
     午後0時30分から4時まで 
●ところ︓SAYAKAホール ⼩ホール 
●募集対象︓狭⼭中校区で活動する団体 
●ジャンル︓舞台で演奏、演技できる⾳楽全般、ダン

ス、踊り、寄席など。 
●参加費︓無料 
●追加募集数︓約10組 
●出演申込⽅法︓団体名、ジャンル、代表者⽒名・住

所・連絡先・出演者数など記⼊しFAX・メール・ハ
ガキで連絡ください。 

●平成26年12⽉20⽇まで 
●出演順など︓主催者企画委員会にて決定します。 
★展⽰の部として ⼩ホールホワイエにてを利⽤ 
 3⽉14⽇-15⽇展⽰もします。 
 ジャンル︓絵画、写真、書道、⼯芸品、華道などの 
 作品募集中です。詳しくはHPを⾒てください。 
 
●連絡先︓狭⼭中中学校校区まちづくり円卓会議 
 FAX:072-366-8545 
 E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net 
 URL:http://sayamachuentaku.net 
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⼤阪狭⼭を“すみよいまち”にするため、多くの市⺠活動団
体等が活躍しています。 
市⺠活動⽀援センターではより多くの市⺠がまちづくりに
関⼼を持っていただきたいと念願しています。 
今年も市⺠活動団体から４団体の活動発表をしていただき
ます。 
●と き︓平成27年1⽉24⽇（⼟）午後1時から4時30分 
●ところ︓SAYAKAホール ⼤会議室 
●定 員︓50名（先着順）  
●参加費︓無料 
●発表団体︓狭⼭の副池⾃然づくりの会、NPO法⼈⼤阪狭

⼭⼩学校英語⽀援の会、NPO法⼈⻘少年⽂武育成会、第
三中学校校区まちづくり円卓会議の4団体です。 

●問い合わせ︓市⺠活動⽀援センターまで 昨年の様子 

狭⼭池博物館で写真展~光と影の居場所~ 
写真家の⼩川幸三さんが安藤建築に秘められた光と影の居場所に挑
んだ写真展が開かれます。 
通り過ぎるだけでは⾒過ごしてしまう、博物館の知られざる魅⼒に
驚かされることは必⾄です。 
26年度の狭⼭池博物館ボランティア企画として博物館・郷⼟資料
館協働運営委員会が開催するものです。 
また、１⽉17⽇（⼟）午後１時から『探訪するたのしみ』と題し
て⼩川さんの講演会が博物館のホールで開かれます。撮影の過程で
写真家が何を⾒、考えたのか……。光と影はどこに居たのかが語ら
れます。 
●とき１⽉10⽇（⼟）から25⽇（⽇）午前10時から午後５時まで
（⼊館は午後４時30分まで。13⽇（⽕）と19⽇（⽉）は休館） 
●ところ 狭⼭池博物館特別展⽰室 ●⼊館⼊場料 無料 
●問い合せ︓狭⼭池博物館（℡︓072-367-8891） 

さやこんの5⽉公演にむけ練習中 
⼤阪狭⼭混声合唱団（通称さやこん）ではあらたに少年少⼥
合唱団を結成しました。来年5⽉24⽇に創⽴20周年第9回定
期演奏会での発表に向け今年10⽉から市⽴コミュニティセ
ンターで練習をはじめました。⼩学⽣から⾼校⽣の男⼥で第
1・第3⽇曜⽇の午前中の練習、こどもとおとなのための合
唱曲集「ゆづり葉の⽊の下で」に取り組んでいます。 
⼀般の部も毎週⼟曜⽇午後6時30分からコミセンで 
パートに分かれて練習に励んでいて団員も募集中です。 
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第３回まちづくり活動発表会を開催します 



 

 

今年もまだあと1ヶ⽉・・・いやいや、もう1ヶ⽉し
かない・・ 
みなさんの今年はどんな⼀年でしたか。 
この「まだまだ・・・」と「もう・・・」の⾒⽅に
よって、38号NLE巻頭ページの「はばたきフェス
タ」を分析すると、「もう派」としては、⼤勢のボラ
ンティアに⽀えられ各種クラブ活動団体や福祉団体の
活動報告は⼤盛況、またシニア族の健康への関⼼度
で、保健センターの「健康まつり」の会場が盛況だっ
たな・・の⽅向。 
他⽅「まだまだ派」は、⼦どもボランティアの経験が
未来の担い⼿になってもらえたら・・の⽅向。 編集
会議ではどちらに重点をおく記事にするかの迷いが、
議論を呼ぶところでした。 来年はどんな年になるの
かなぁ︖ たぶん、今年と同様︖ 結果的には、ただ
ただ『歳』だけとって変わって⾏く記事より、⼦ども
に未来を託す夢を描く思いへの気づきの視点が⼀つの
変化と悟る2014年晩秋でした。 （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 
（H P）︓http://www12.ocn.ne.jp/~simin025/index.htm 
（VIC・Eﾒｰﾙ）︓vic@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 

市⺠公益活動促進基⾦は、市⺠と⾏政が協働し市⺠の公益
活動を⽀援するための資⾦を積み⽴てる制度です。 
市⺠の皆さんからいただいた寄附⾦と同額を市が上積みす
ることで寄附⾦の2倍の額が基⾦に積み⽴てられます。 
【寄附の⽅法】 
●「⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進基⾦寄附⾦申出書」にご
記⼊の上、寄附⾦と合わせて 直接市役所へお持ちくださ
い。（受付は、平⽇の午前9時から午後5時30分まで） 
●ご寄附いただいた⽅のお名前と寄附⾦額を「広報おおさ
かさやま」で公表しています。 
（詳しくは市ホームページをご覧ください） 

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 

市⺠公益活動促進基⾦に寄附を 

 

⾃動販売機前にソファーとテー
ブルを設置しました。 
こちらは予約なしで利⽤できま
す。ちょっとした休息や交流の
場として利⽤いただけます。 

⾚い⽻根募⾦にご協⼒を 
10⽉1⽇〜12⽉31⽇まで市⺠活動
⽀援センター受付カウンターに⾚い
⽻根共同募⾦箱を設置しています。
いただいた寄付⾦は地域で助けを必
要としている⼈たちを⽀援するさま

ざまな活動に役⽴てられます。みなさまのあた
たかいご⽀援をよろしくお願いします。 

市では、障がい者や⾼齢者をはじめ、すべての⼈に思い
やりのあるやさしいまちづくりを推進するため、「ひと
休みベンチ」の寄付を募っています。このベンチは、バ
ス停や道路の休憩スポットなどに設置します。市⺠や事
業者のご協⼒をお願いします。ひと休みベンチには、寄
付者名を記載したプレートを設置します。寄付されたベ
ンチについては、市で設置し管理してます。 
（詳しくは市・⼟⽊グループに問合せください） 

平成27年度の公益補助⾦の応募
市⺠公益活動促進補助⾦の申請受付開始を1⽉下句か
ら開始予定です。 

詳細は市のホームページに1⽉に⼊りましたら詳細を
掲載しますので注⽬ください。 

ひと休みベンチについて 

談話スペースをご利⽤ください 


