
 

 

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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情報提供 

あまの街道と 
陶器⼭の⾃然を守る会 

さやりん 

はたちの決意 市⺠活動にも新たな⼀⾯が 
今年の⼤阪狭⼭市の新成⼈は、男性317名、⼥性
303名の計1620名。その「はたちの決意」の運営を
勤めたのは、同じ若者世代の「未来プランナー」を
中⼼とする15名の成⼈式企画運営委員会のメン
バー。来年の準成⼈、今年の成⼈、OB成⼈を含む若
者たちの準備によるもので来年度成⼈式にも対応す
る運営委員のみなさんの活躍が⾒事でした。 

SAYAKA⼤ホールでは、出⾝各中学校区別の席
が⽤意され、国歌や市歌の⻫唱に続いて、舞台
上では、かわいいプリティコーラスの元気な歌
の披露で和やかな雰囲気を演出。校区代表によ
る「はたちの決意」の表明や花束贈呈もスムー
ズに進⾏です。演出のハイライトは、スクリー
ンに投影された5年前卒業の中学恩師からのビデ
オ・メッセージ。これには新成⼈たちも⼤感激
で校区ごとの仲間意識を⾼めていたのが印象的
でした。ひところの荒れる成⼈式が、同世代の
若者たちの演出で⼤きな市⺠活動として成⻑し
たことを私たち市⺠も誇りに思うところです。 
 

「さやか観光会」のユニホーム、ピンクのベストを
着て、堺〜⾼野⼭までのリレーイベントに参加して
いると、さやりんのワッペンに「まあ可愛い︕」
と、お声がかかります。それは市内よりも他市町村
で、より顕著です。 
平成24年⾼野⼭開創1200年記念イベント計画が持
ち上がったことで、街道沿いの近隣市観光会からの
強い要請があり、⾼野街道にぎわい再発⾒プロジェ
クト共催、観光ボランティアの会「さやか観光会」
が発⾜しました。当初の活動は、⾼野街道プロジェ

クト参加が会の主体でしたが、昨年より会独⾃の⽉1回定例イベントを開催しています。実施
イベントの幾つかを紹介します。 

⇒３ページ中段に続く 



 

 

熟年⼤学が第14期受講⽣を募集

-2 - 

第3回 まちづくり活動発表会を開催 

熟年いきいき事業実⾏委員会では平成27年度熟年⼤学
の新規受講⽣の募集を開始しています。 
専⾨教科は⽇本史科・世界史科・歴史と⼈物科・中国
史科・古典⽂学科・美術科Ⅰ・美術科Ⅱ・美術科Ⅲ・
園芸科・野菜栽培科・健康体⼒づくり科・健康スポー
ツ科・体操科午前・体操科午後・健やか体操科の15教
科で625名の募集です。年間30単位の専⾨教科と公開
講座10単位で合計40単位を勉強をします。 
申し込み締め切りは2⽉16⽇です。 
同時にSAYAKAホールで開催する⼀般教養公開講座の
みの受講者も250名募集しています。 
こちらの募集は３⽉20⽇までです。 
問合せ先︓⼤阪狭⼭市熟年いきいき事業実⾏委員会 
    電話＆FAX︓366-8899 
HP︓http://www.eonet.ne.jp~osaikikj/ 

新春こどもまつり・・・ 今年も⼤勢の⼦どもが市⽴公⺠館に集まりました。普
段は⾒かけることの少ない⼦どもたち……。10時の開
会前に、すでに多⽬的室に⼊りきれないほど親⼦が詰
めかけていました。今年の「新春こどもまつり」は、
5,284⼈の親⼦連れで溢れかえりました。昨年と⽐べる
と10.6%増で、⼀段と盛況になっています。 
オープニングは「さやりんと⼀緒に踊ろう」（さやり
ん＆さやま未来プランナー）、続いて「お琴の演奏」
（ドレミファこども琴クラブ）とにぎやかに続きまし
た。 
３階の⼤集会室では「遊びと学びの体験」。ここには
多くのボランティアグループが参加し折り紙体験やど
んぐりトトロなどの体験を楽しみました。屋外では焼
きそばやフランクソーセージなどの模擬店に⾏列がで
きていました。 
こどもまつりの実⾏委員会には、「しみんのちから」
に登録している団体をはじめ、多くのボランティアグ
ループが参加し⽀えています。 

１⽉24⽇（⼟）、ＳＡ
ＹＡＫＡホール会議室
で、第３回まちづくり
発表会を開きました。
これは、市内でまちづ
くり活動に取り組む優
れた団体を市⺠活動⽀

援センターが表彰し、その活動を広く市⺠に知らせ
るために毎年開催しています。今年度は次の団体に
「クリスタル製表彰盾」を贈呈しました。狭⼭の副
池⾃然づくりの会、NPO法⼈⼤阪狭⼭⼩学校英語活
動⽀援の会、NPO法⼈⻘少年⽂武育成会、第三中学

校区まちづくり円卓会議
の４団体。 
引き続き各団体の活動発
表の後、各団体ごとにわ
かれて、参加した⼀般市
⺠を含めたグループワー
クを⾏いました。そこで

は、各団体の活動に対する提案や今後の課題などにつ
いて活発な意⾒が交換されました。 
最後に各グループからワークショップの成果報告があ
り、「団体の活動を深く理解でき、どんなことを考え
て取り組んでいるのかよくわかった。いい機会になっ
た」と参加者、団体の双⽅から好評を得ました。 
詳細はセンターのホームぺージで閲覧できます。 



 

 

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。第三者評価による公開審査を取り⼊れています。 
（詳細は市ホームページをご覧ください。 
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/seisakuchoseishitsu/
shiminkyodo_shogaigakushusokushingurupu/shiminkoekikatsudo_boranteia/1410840562828.html) 

第４回市⺠活動団体交流会を開催します   
気軽にお茶を飲みながら、団体同⼠が⽀え合える関係を広
げ、お互いに知り合う場づくりの交流です。 
今回は⼦どもと歩む、地域とともに 共に未来を育てよう︕ 
をテーマで交流会をします。 
と き︓平成27年2⽉28⽇（⼟）PM2:00〜4︓00 
ところ︓市⺠活動⽀援センター（市役所南館・講堂） 
参加費︓200円/⼈ 
申し込み︓市⺠活動⽀援センターまで 
     直接・FAX・メール・電話で 
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市⺠活動を応援します 平成27年度⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進補助⾦ 

市⺠公益活動促進補助⾦制度とは 
⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進条例に基づき、市が市⺠
の公益活動を資⾦⾯で⽀援することで、市⺠公益活動
の発展を促すために、平成16年度から設けている市⺠
活動全般を対象にした補助⾦制度です。 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（平成27年度の予算
成⽴を前提としています）。 
平成27年度からは、市⺠公益活動をめざし、団体を⽴
ち上げようとするものを⽀援する⼊⾨部⾨を新たに設
置しました。 

 

 

応募期間:平成27年3⽉13⽇(⾦曜⽇)まで 
応 募 先 :〒589-8501 ⼤阪狭⼭市狭⼭1-2384-1 
⼤阪狭⼭市役所 市⺠協働・⽣涯学習推進グループあて 当⽇消印有効 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
公開審査(プレゼンテーション)  
とき 平成27年4⽉19⽇(⽇曜⽇) 午前9時から 
場所 市役所南館（市⺠活動⽀援センター）２階・講堂 
◎プレゼンテーションの様⼦はどなたでもご覧いただけます◎ 

◎チャレンジ部⾨ 
★総事業費が  ３０万円未満 
★補助率    ３分の２ 
★補助⾦の限度額 １０万円 

◎⾃⽴促進部⾨ 
★総事業費の上限はありません。 
★補助率     ２分の１ 
★補助⾦の限度額 ３０万円 （スライド減額） 
★応募は５回まで 

◎⼊⾨部⾨ 
★市⺠公益活動をめざし、団体の設⽴をしようと 
 するもの 
★補助率     ５分の４ 
★補助⾦の限度額 ５万円 
★応募上位５事業まで優先採択 
★団体の⽴ち上げに向けた研究、研修費も対象 

新部⾨がスタート 



 

 

第9回定期演奏会を開催します 

 
 
 

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かと
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 
 ℡︓360-1011 

第5回陶器⼭元気ウォーキング 南中円卓会議では3コースに分けて参加できる陶器⼭
ウォーキングを開催します。 
開催⽇︓平成27年3⽉28⽇（⼟） 
    ⼩⾬決⾏、荒天延期３⽉29⽇（⽇） 
集合時間︓AM9時（受付 8︓30から） 
集合解散︓⼤阪狭⼭市⽴南第⼀⼩学校 
参加料︓⼤⼈200円、⼩・中・⾼⽣100円 
    ⼩学⽣未満無料 
スタート︓9︓30 フルコース  ６Kｍ 
     9︓40 ハーフコース ４Km 
     9︓50 ミニコース  ２Km 
イベント︓ 抽選会・豚汁・かやくごはんなど 
問合せ︓南中円卓会議「サロンみらい」 
TEL/FAX︓368-1616 

狭⼭池まつり2015参加者募集 
狭⼭池まつりで実施する催しの参加者を募集します。
詳しくは2⽉18⽇から⼤阪狭⼭市商⼯会、市役所市⺠
協働・⽣涯学習推進グループ、市⽴コミュニティセン
ター、市⽴公⺠館、狭⼭池博物館、市⺠活動⽀援セン
ターで配布する募集要項、または狭⼭池まつり実⾏委
員会ホームページ（http://www.mydoo.net/
ikematuri/)をご覧ください。 
募集内容は【狭⼭池まつりキャンドルアート】とき︓
5⽉2⽇(⼟）午後5時〜8時 内容 狭⼭池南堤の指定
場所にろうそくでの光のイラスト、⽂字などを描く 
参加費︓無料ろうそくを⽀給します。定員3団体（先
着順） 

【ガレージセール】とき︓5⽉3⽇(⽇）参加資格︓代
表者が市内に居住・通学・通勤する団体 
【⻯神舞台】とき︓5⽉2⽇、3⽇ 参加資格は前条に
同じ 
【パフォーマンス】とき︓5⽉2⽇(⼟）野外でできる
パフォーマ募集 参加資格は前条に同じ 
【狭⼭検定】 4⽉18⽇(⼟）に実施します。 
 
申し込み問合せ︓３⽉31⽇までに電⼦メール
（ikematuri@mydoo.net)またはFAX（360-3805）
で狭⼭池まつり実⾏委員会まで 
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⼤阪狭⼭混成合唱団では第9回の定期演奏会を5⽉24⽇
PM2︓00からSAYAKAホール⼤ホールで開催します。 
この定期演奏会にむけ⼟曜⽇の夜市⽴コミュニテイセ
ンターで各パートに分かれて練習をしております。 
 
連絡先︓塚⽥ 090-2614-0112 
    久保 090-6970-6072 
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第3回傾聴ボランティア養成講座開催 

みんなでたのしくワイワイクッキング 
⼤阪狭⼭市ボランティアグループ連絡会主催の調理ボランティア
養成講座「みんなでたのしくワイワイクッキング」が１⽉20、
27⽇、2⽉3⽇（全3回）に公⺠館調理実習室で開催され、延べ58
名が参加しました。 
新たなボランティアの芽が出てくることを⽬的に、てとてとクラ
ブ・つくしの会・さやまおりがみ倶楽部の3団体が講師を勤め、
それぞれの特⾊を⽣かしたレシピを伝授。和気あいあいと楽しい
雰囲気の中料理をし、ワイワイおしゃべりしながらの⾷事となり
ました。ボランティアは敷居が⾼いと感じている⼈でも、お料理
教室に通うような感覚で気楽に参加できる講座であり、また新た
なボランティアを募集している団体も料理や⾷事を共にすること
で活動内容やメンバーの⼈となりを知ってもらう良い機会となっ
ています。 

受講者からは「こういう活動をしている⼈たちがいるなんて知らなかった。」「（講座があれば）また参加した
い」という声もあがっていました。他にもいろいろな団体が講師を務めるようになれば⾯⽩い展開が望めるので
はないでしょうか。 

P-1から続き さやか観光会の活動・・・ 今までのイベント企画︓南北朝時代の狭⼭に思
いを馳せ野⽥城、池尻城、半⽥城をめぐる。 
⾝近な狭⼭池・狭⼭池博物館と煉⽡造りの暗渠
1号〜7号をめぐる。上神⾕の妙⾒さんから鉢ヶ
峯の法道寺までめぐり、いや坂から移されたと
伝承されている⾦蔵寺の仁王様を訪ねる。 
年末謝恩スパヒルズ協賛企画、あまの街道を歩
いた後スパヒルズでほっこり温まろう。 
茱萸⽊周辺の散策とホンダ学園の校内⾒学と学
⽣⾷堂で昼⾷をいただく。など⽉に1度、ガイ
ドが案内するウオーキング会を実施していま
す。会員募集中です。皆さんもお仲間に︕ 
 
問い合わせ︓080-4398-3987 （花岡）  

2⽉12⽇（⽊）傾聴さやま主催の第3回傾聴ボランティア養成講座
（全２回）の１回⽬が公⺠館集会室で開催され48名が参加しまし
た。会員のみで作り上げた本講座では傾聴さやまの概要や活動内
容・傾聴のスキルにとどまらず、⾃分を知り他者との向き合い⽅を
学ぶきっかけとなるようワークも含め充実した内容で構成されてお
り、傾聴ボランティアとしての活動に活かせるだけでなく、⽇常⽣
活にも取り⼊れたい内容がつまっています。 
受講者たちは「久しぶりにしっかり学んだ」「短い時間に沢⼭の
エッセンスがつまっていますね︕」と楽しそうに話していました。 
傾聴さやまは現在29名の会員が、⽼⼈介護施設やサービス付き⾼
齢者住宅、個⼈宅等を訪問し活動していますが、そのニーズは年々

増加しています。２回⽬の講座終了後、⼊会希望者には3⽉に講座が準備されており、4⽉から現会員と同⾏し
て活動を開始することができます。 
傾聴とは「否定しないで、受容的・共感的に受け⽌める聴き⽅」。傾聴ができれば多少の援助ができると代表の
永井さん。「傾聴」を学びたい⼈が多く集まったことに希望を感じました。 



 

 

⽴春とは⾔え、まだ寒さ厳しき⽇が続いています。
当機関紙も2005年10⽉初版から今年度ではやくも
10年⽬に⼊ります。10年前の情報⼊⼿の⽅法は電話
やFAXで資料請求や、⽀援センターなどの書架にあ
るチラシの募集要項を⾒るなどの⽅法が主でした。 
ところが今は、情報を知るのはほとんどインター
ネット検索で可能です。その点は便利になった反
⾯、今でもその便利な恩恵に漏れた⽅がおられるの
も事実で、情報の収集・伝達⽅法も多岐な⽅法が必
要です。特に地域の情報などローカルな情報は取材
として出向かないと得られないことを実感します。 
わずか６Pの原稿を作るのも常にアンテナをはりめ
ぐらせておかないと皆さんにお届けする情報が簡単
にも集められない事実です。 
最近センターに若い感性のメンバーが編集⼦に参加
し紙⾯の表現が変わりつつあります。 
伝えるコツを⾝につけたホープさんです。今後の紙
⾯作りに期待ください。（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 
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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 HPのアドレスが変わります 

１⽉6⽇〜31⽇、⽀援セン
ター内で写真展「同伴避
難〜家族だからずっと⼀緒
に〜」を開催しました。こ
の写真展は東⽇本⼤震災と
福島第⼀原⼦⼒発電所の事

故により福島から新潟にペットとともに避難した
⼈々と、彼らを暖かく迎え⼊れ⽀援した新潟の先進
的な取り組みを紹介したもので、阪神淡路⼤震災か
ら20年の節⽬の年に命のことを⾒つめ直すきっかけ
づくりにと企画しました。⽀援センターでは今後も
このように様々な情報を発信していきます。 

写真展を開催しました 

市⺠活動⽀援センターのホームページが3⽉1⽇から
変更になります。 

新URL︓http://osakasayama-sc.jp/ 

         

ミニワークショップを開催 
古新聞を使ってオシャレなエコバックを作成するワーク
ショップを開催します。 
と き︓4⽉16⽇（⽊） 
    午前10時〜11時 
    午後2時〜3時 
参加料︓100円 
講 師︓センタースタッフ 
申し込み︓不要、直接⽀援センターへお越しください。 


