
 

 

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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さやりん 

市⺠公益活動促進補助⾦ 
〜平成２６年度事業報告・平成２７年度公開プレゼンテーション〜 

私たちの活動は38年⽬になります。「私たちの健康は私た
ちの⼿で︕」と野菜バリバリ︕朝⾷モリモリを掲げ、⾷育
活動を推進しています。保健センターで⾊々な講習会を開
催してます。5⽉は⽇本乳業協会の料理講習を開催、7⽉は
夏休み親⼦クッキング、パートナーシップ事業健康への繋
がりの⼀環として減塩⾷の取り組み講座を9⽉、11⽉、12
⽉に予定、イベントの狭⼭池まつり、健康まつりなどへも
出展し8⽉は⾷育キャンペン・キッズフェステバルへ協⼒
参加もします。⾚ちゃんからお年寄りまで⾷⽣活改善に努
め、健康のパートナーの⼀翼を担っています。料理教室のあと、満⾯の笑顔で帰られる姿が私
達の喜びです。ぜひ、⾷育ボランティア参加をお待ちしています。★⾷事は作るもの、薄味に
慣れる、油と砂糖はひかえめがポイントです。毎⽉19⽇は「⾷育の⽇」、家族そろって楽し
い⾷事を︕ 

１⽉２６⽇から３⽉１３⽇まで募集の「市⺠公益活動促進補助⾦」には４事業の応募があ
り、４⽉１９⽇（⽇）に公開プレゼンテーションが⾏われ、同時に平成２６年度受給団体に
よる事業報告も⾏われました。 
★平成２６年度事業報告のみの団体は次の３団体 
〇若駒会 〇あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会 〇三津屋川を美しくする会 
★平成２６年度事業報告と平成２７年度⾃⽴促進部⾨の申請は次の３団体 
〇NPO法⼈⻘少年⽂武育成会（取り下げ） 〇あったかファミリースクール「街⾓オアシス
in⼤阪狭⼭」〇⼤阪狭⼭⼩学校英語活動⽀援の会 
★平成２７年度⾃⽴促進部⾨の申請団体は次の１団体 
〇⼤阪狭⼭市⾷⽣活改善推進協議会 
★今年は新規に⼊⾨部⾨の新設を⾏いましたが申請はありませんでした。 
この部⾨は市⺠公益活動をめざし、団体の設⽴をしようとするものが対象となり、１事業に
対する補助⾦の上限は５万円で、補助対象経費の５分の４の範囲で申請できます。さらに団
体の⽴ち上げに向けた研究、研修費も対象となります。（事務所設置などの備品等は対象に
なりません）審査基準は①公益性②発展性③計画性の３つで、プレゼンテーション（発表）
はなく、他の２部⾨（⾃⽴・チャレンジ）に⽐べ、初めての⽅でも申請しやすいようになっ
ています。新たに市⺠公益活動団体の設⽴を考えている⽅は、是⾮⼀度、市⺠活動⽀援セン
ターまで相談してください 。 



 

 

GOGOふれあいの⾥ワールド開催 
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狭⼭池まつり2015に参加しました 

第5回陶器⼭元気ウォーキング開催 

この⼤会の企画準備運営は約8か⽉前から始まっています。事
故が無いようなコース選び、事前に応援ボランティアへの協⼒
依頼等多くの課題をクリアすべき事を積み重ねてこられまし
た。南中円卓会議コミュニティ部会により3⽉28⽇（⼟）に南
第⼀⼩学校をスタートにウォーキングが開催されました。
ウォーキングのコースはフルコース（６Km）、ハーフコース
（4Km）、ミニコース（2Kｍ)に分かれてスタートを、おしゃ
べりしながらそれぞれのペースでウォーキングを楽しみまし
た。また誰でも参加できる⼤会を通して健康づくり、仲間づく
りに繋がるもので過去最⼤の550名の参加者があり、参加の年
齢も1歳から89歳までの幅広い世代の⽅でした。 
この開催準備に応援スタッフとして関わった地域のボランティ
アが110名とのことでした。この⼤きな⼤会を成功させる秘訣は地域の⼈と⼈のつながりであることを証明され
るイベントであることを実感させられるものでした。 

 5⽉3⽇(⽇)に開催された「狭⼭池まつり2015」に初めて
「ボランティア勉強会」の参加団体、（市⺠活動⽀援セン
ターVIC、熟年いきいき事業、まちづくり研究会、公⺠
館、社会福祉協議会、社会教育スポーツ振興グループ、市
⺠協働・⽣涯学習グループ）が出展しました。この出展
ブースは「狭⼭池博物館協働運営ボランティア」と「ボラ
ンティア勉強会」の協働運営であり、両団体は共通の⽬標
である「すみやすいまちづくり」の⼀環で「ボランティア
発掘」と「居⼼地のよい場所の情報提供」を⾏うことによ
り、多くの市⺠に知ってもらう、参加してもらう“キッカ
ケ”づくりのキャンペーンを展開した。今後も多くの市⺠に
向けてボランティアの良さ、必要性をアピールしていくた
めに、イベントに参加にして⾏く予定です。 

5⽉5⽇（祝）こどもの⽇に「ふれあいの⾥」で、「ふれあいの
⾥ワールド」が好天に恵まれ快晴の中開催されました。 
多くの親⼦連れの参加者（2,361名）があり、会場内は⼤変賑わ
いました。イベント広場では吹奏楽演奏が⾏われ、⾖汽⾞＆電気
⾃動⾞は故障で中⽌となりました。 
交通安全啓発コーナーでは⽩バイとの記念撮影などが実施され、
テニスコートではテニス体験教室・テニス⼤会が、またイベント
＆ゲームコーナーは囲碁ボール・クロリティ・クラフトなど、ち
びっこ⼿作り教室は盛況で昼過ぎには終了、囲碁ボールではメン
ズボランティアの⽅がシュロ葉を加⼯しバッタやエンゼルフィッ
シュを作成し賞品をプレゼントされました。模擬店コーナーで

は、まきまきパン・綿あめ・うどんやたこ焼きなどに⻑蛇の列が出来ていました。帰るころには、参加者の⽇
焼けした親⼦の満⾜げな姿が印象的でした。また、この⾏事にもたくさんのボランティアの団体が活躍してい
ました。 
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地域⽂化祭 さやりんフェステバル 

スマホに挑戦︕熟年いきいき事業実⾏委員会で講座を開講 
総務省の発表では20歳代の87.3％に対し、65歳以上ではその使⽤
率は7.8％に留まるというスマホ。熟年いきいき事業実⾏委員会
が、サムスン電⼦ジャパンの協⼒で実施したスマホの使い⽅講
座。３⽉10⽇から31⽇までの毎週⽕曜⽇の全４回コース、12倍も
の難関を突破した幸運な14名が受講しました。 
１回⽬は、電源の⼊れ⽅から始まり、画⾯を⾒るポイントや操作
⽅法を学び、隣同⼠で電話を掛け合ったり、「LINE」でスタンプ
を送り合ったりしました。２回⽬は内蔵カメラを使っての⾃撮り
に挑戦。また、マップで姫路城への⾏き⽅を調べるなど実践的に
学びました。３回⽬では災害時の便利な使い⽅とテレビ・ラジオ
放送をスマホで受信する⽅法を学びました。 
難しそうと敬遠しがちなスマホですが、使い⽅の具体的イメージ

が湧くとその便利さが際⽴ちます。最終⽇は総復習をし、全員が課題をクリアー、笑顔で修了証を⼿にしまし
た。 

三津屋川の清掃活動 

狭⼭中校区まちづくり円卓会議では３⽉１５⽇
（⽇）にSAYAKAホール（⼩ホール）で地域⽂
化祭を開催しました。展⽰の部ではホアイエで
油絵・⽔彩・写真・彩⽟・書道・⽯ころアー
ト・⽣け花など多彩な作品が展⽰されました。
舞台の部は⼤樋稔さん林真理⼦さんの司会進⾏
でさやりんの友情出演やゲスト出演の松村多嘉
代さん（ハープ）と⼤樋稔さんのドラムセッ
ションなどプロを含め19団体でした。⼩ホール
定員に対して出演者を含め延べ1200名あまり
の来場があり定員を超えていました。フィナー
レでは出演者全員が舞台に上がり「上を向いて
歩こう」を合唱し、⼤盛況のうちに終了しまし
た。円卓メンバーほか多くの⽅のご協⼒で運営
されました。 

 

三津屋川を美しくする会が ５⽉９⽇（⼟）に平成２７年
度１回⽬の定期清掃活動を⾏いました。この⽇は主に異常
発⽣したケナフの刈りとられた部分を袋ずめにして河川の
外に排出する作業でした。ケナフはインドが原産の１年草
で成⻑が早く2-3ｍぐらいまで伸びるため河川をふさぐ厄
介な植物でこの駆除には⼿を焼いています。当⽇この作業
に参加された団体は富⽥林⼟⽊事務所・⼤阪狭⼭市・地域
団体１９で総勢１２１名にのぼりました。この事業は５年
間の市の公益活動促進補助⾦事業を経て今年度から市との
協働事業として取り組まれています。   



 

 

11期のまちづくり⼤学は9⽉開講です 
■開講⽇時 
・平成27年9⽉5⽇〜12⽉26⽇⇒ 
  原則⼟曜⽇9︓30-11︓30 
・3コース制⇒ 
  各コースとも受講期間は約1ケ⽉間（6回）です。 
■講座内容 Ａコース ⼤阪狭⼭市を知るコース 
      Ｂコース 市⺠によるまちづくりコース 
      Ｃコース ボランティア体験コース 
■募集⼈数 A/B/Cの3コースそれぞれ20名 
■受講料 1コース500円（資料代） 
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まちづくり団体交流会のご案内 
⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センターでは毎回テーマを決
めてそれぞれに関連する活動を実践する皆様とお互い
の活動を理解し合い、新しい発⾒や協働を⽣み出す場
です。覗いてみませんか︖ 
◆第5回「地域まちづくり」平成27年6⽉27⽇（⼟） 
◆第6回「⽂化・芸術」  平成27年8⽉22⽇（⼟） 
◆第7回「福祉・医療」  平成27年10⽉24⽇（⼟） 
◆第8回「防災」     平成27年12⽉26⽇（⼟） 

◆第9回「環境」 平成28年2⽉27⽇  （⼟） 
■各回共通 
  時間︓14︓00〜16︓00 
  会場︓市⺠活動⽀援センター 講堂 
     （⼤阪狭⼭市役所南館 2階） 
問合せ︓⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センターVIC 
電話︓072-360-1011 FAX︓072-360-1012  
E-mail:vic@osakasayama-vc.jp 

●これからのまちづくりは市⺠参加による⾏政との 
 協働活動に変わりつつあります。 
●そのため、市⺠が⾏政の現状をより良く知り、 
 地域での課題を⾏政と共有し、市⺠⼒を発揮して 
 協働していくことが必要となります。 
●市⺠活動⽀援センターではまちづくりは⼈づくり 
 をモットーに今年度も9⽉〜12⽉に開講します。 
●気軽に参加できるあなたの地域での新たな居場所
がまちづくり⼤学です。受講申し込みをお待ちして
います。募集は7⽉の市の広報をご覧ください。 

webサイトでチラシを作る 
Picky-Picsはwebサイト上でポスターチラシなどプロ並み
のデザインが出来るという触れ込みのサイト。これを活⽤
して⼿軽に団体活動のポスタ-やチラシ作製にチャレンジす
る講座を開きます。 
1⽇で出来る講座です。興味のある⽅はご参加を! 
 
と き︓27年7⽉11⽇（⼟）、18⽇（⼟）いずれか 
    開場13︓30 開講14︓00〜16︓00 
ところ︓⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター 
    2階 講堂 
定 員︓各⽇10名まで 先着順 
参加費︓無料 
持参する物︓WiFi環境で使⽤可能なノートPC 
       
申込期間︓7⽉1⽇（⽔）9時から 
     7⽉7⽇（⾦）5時まで 
申込⽅法 ⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター 
①HPからURL:http://osakasayama-sc.jp 
②E-mail:simin025@yacht.ocn.ne.jp 
③FAX︓072-366-4664 

講座の内容 
１．セミナー趣旨説明 
２．チラシ概論 
３．何を伝えるかを考える 
４．キャッチコピーを考える 
５．Picky-Picsの使い⽅ 
６．チラシを作ってみよう 
 



 

 

要約筆記講座開催 
 
話し⼿の話の内容をつかみ、それを⽂字にして伝え
る要約筆記について学びます。 
講師は⼤阪市要約筆記サークル「みおつくし」のメ
ンバー 
と き︓６⽉２５⽇（⽊）〜１０⽉２９⽇（⽊） 
    毎週⽊曜⽇ 9︓30〜12︓30 
    但し８⽉１３⽇は休講です。 
ところ︓市⽴公⺠館 
対象者︓中学⽣以上で市内在住・在勤・在学の⽅ 
定 員︓２０名 
参加費︓１０８０円（別途テキスト代３４００円 
申込⽅法︓ハガキ・FAX（先着順）締切６⽉１２⽇ 
問合せ︓⼤阪狭⼭市ボランティアセンター 
電 話︓367-6601 

はじめませんかボランティア 
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。 
  
●問合せ︓ 
 ⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センターVIC 
 電 話︓360-1011 
   E-mail:vic@osakasayama-vc.jp 

親⼦⼯作教室を開催 
南中円卓会議では⼦ども育成事業として親⼦⼯作教室を
開催します。 
【内 容】⼦ども(⼩学⽣)と地域の⼤⼈とのふれあいの
場として夏休み絵画教室と夏休み親⼦⼯作教室を開催。 
【場 所】⼤阪狭⼭市⽴コミュニティセンター 
■夏休み絵画教室  
 平成27年７⽉２６⽇(⽇) １０時〜１５時 
 講師による絵画教室 
■夏休み親⼦⼯作教室  
 平成27年８⽉８⽇(⼟) 午前、午後の２部制 
 ⽊材を使った⼯作教室 合わせて、ナイフでの鉛筆の 
 削り⽅やのこぎりの使い⽅などをスタッフが指導しま 
 す。 

講演会「シニア世代の健康づく」
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狭⼭中校区まちづくり円卓会議ではシニア世代の健康づくりの
ため⽇常⽣活で出来る筋⼒トレーニング⽅法を学ぶ講座を企画
しました。座学1時間、実技30分の体験参加型講座です。 
と き︓平成27年６⽉２７⽇（⼟）講演１４︓００〜15︓30 
ところ︓SAYAKAホール ２階⼤会議室 
定 員︓３６名申し込順（定員で締切） 
服 装︓軽い運動が出来る服装で 
参加費︓無料（但し要予約） 
申込⽅法︓HPまたはE-mail,FAXで 
①HP︓http://www.sayamachuentaku.netから申し込む 
②E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net 
③FAX:072-366-8545 



 

 

今回⼤阪狭⼭混声合唱団（さやこん）の創設20周年
記念第9回定期演奏会をきかせていただきました。 
さやこんは2年ごとの定期演奏会に加えて⼤阪府合
唱祭、⼤阪狭⼭合唱祭そして地域の催し等に積極的
に参加され、また2年前より合唱の魅⼒を伝え、若
い世代へ歌い繋ぐために、⼩・中学校へ⾳楽の授
業、学校⾏事に参加し、今回は演奏会へ⼦ども達と
⼀緒にステージに⽴つ事ができました。今回の演奏
会に向けてコミュニティセンターで練習していると
ころを取材のために編集⼦が同席したことを思い出
します。指揮の上⽥眞紀⼦さんはじめ団員80名と少
年少⼥合唱団30名の3部では⼦どもとおとなの合唱
曲集「ゆずり葉の⽊の下で」も圧巻のハーモニーで
した。団員の⽅も年齢を重ねた⽅が多く⾒受けられ
ましたが元気にいきいきと声を出しているのが印象
的でした。合唱で⼈⽣を楽しくエンジョイされてい
る姿がでていました。20年の⻑きにこの会の指導さ
れている指導スタッフの熱意と団員の楽しみながら
研鑚している姿が素敵な皆さんでした 。（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://osakasayama-sc.jp/  
（VIC・Eﾒｰﾙ）︓vic@osakasayama-vc.jp 
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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 

みなさんの活動・情報をこのNLE
「機関紙）で発信しませんか。 

掲載を希望する⽉の前々⽉の15⽇までに当
センターまでお申し込みください。 

携帯電話での投稿は右
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。 

⽀援センターで 
クラフトワークショップ 

古新聞でエコバッグを作るミニワークショップを
開催しました。⾊紙で作り⽅を確認した後、実際
に新聞を使ってエコバッグ作りに挑戦です。同じ
やり⽅でも仕上がりは個性的。午前・午後とも４
名の参加者、合計８個のバッグができあがりまし
た。お茶を飲みながら、それぞれのバッグを⾒⽐
べると使い⽅やデザインのアイデアもどんどん⾶
び出してきます。 
市⺠活動⽀援センターでは⽴ち寄って楽しめる
ワークショップを企画していきます。こんなこと
したい︕というアイデアがあればどしどしお寄せ
ください。 
次の開催⽇は6⽉19⽇（⾦）はエコバック 
7⽉16⽇（⾦）は布製ぞうり作りを予定してま
す。 

市広報誌（市⺠活動の広場）掲載受付 


