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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市⺠活動⽀援センターでは、市⺠活
動や地域活動にデビューする⼈のた
めにまちづくり⼤学を開講していま
す。より気軽に受講しやすくなるよ
うリニュアルーして、昨年度からは
３コース制を採⽤しました。
開講式と修了式、さらに⼀般公開講
座は全コース共通で、各コース別に
概ね４コマの独⾃講座を設けていま
す。１コースごとに受講できるた
め、地域デビューの基礎を無理なく
⾝に着けることができます。
Aコースの「⼤阪狭⼭市を知る講座」は、狭⼭池や⼤阪狭⼭市の歴史と公共施設の現状や市の
都市計画などを学びます。Bコースは「市⺠によるまちづくり講座」と銘打ち、⾝近なテーマ
のごみ減量や福祉、防災・防犯などについて学びます。Cコースは「ボランティア体験講座」
で、ボランティアに参加するための⼊⾨講座、参加者同⼠の交流、また⾃治会や「中学校区円
卓会議」の実情について学び、さらに実際に市内で活動している団体に参加してその内容を体
験することができます。

「しみんのちから」登録団体紹介

登録No.73

てとてとクラブ

「てとてとクラブ」は市⽴公⺠館で毎週⽊曜
⽇午前10〜12時、毎週⼟曜⽇午後2〜4時に外
国出⾝のひとが⽇本語を話すことができるよ
うに⼿助けするための⽇本語読み書き教室を
開催しています。あくまでも参加する外国⼈
の主体性を⼤事にして、外国⼈⾃らが読みた
い本や使いたいテキストを持ってくる⽅式を
採⽤しています。⽇本⼈メンバーはあくまで
も学習活動をサポートするだけです。だから教室には先⽣はいません、⽣徒もいません。共
に「対等な⼀⼈の⼈間同⼠」の認識に⽴っているからです。「てとてとクラブ」は、少数者
としてストレスを抱えることの多い外国出⾝者にとってリラックスできる場であり、⼤阪狭
⼭市の国際化や、課題である識字学習の推進と外国⼈の⼈権を保障することを持続的に取り
組んでいます。ボランティアも募集中です。 問合せ︓090-6900-5992（⾦）
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市・消防団 操法⼤会に向け訓練中
⼤阪狭⼭市消防団は東野、東池尻、池尻、狭⼭、半⽥、茱
萸⽊、今熊、岩室、⼭本、⼤野の10地区と⼥性分団の11分
団があります。団員は本業とは別に、消防・防災に関する
知識や技術を習得します。5⽉初めから、週3回、毎回約2
時間の夜間消⽕訓練を重ねてきました。
訪ねた7⽉3⽇（⾦）は、狭⼭⽔みらいセンターに消防署職
員 を 含 め50名 が 集 合、ホ ー ス を3本 連 結 し て ⽔ 源 か ら 吸
⽔、⽬標物に放⽔するタイムを班別に計測していました。
当⽇タイムは51秒でしたが、⽬標は45秒以下とのことでし
た。9⽉6⽇（⽇）に開催される⼤阪府消防操法⼤会には南
河内代表チームとして当市から8名が出場します。さらに錬
度を⾼めて優勝が期待されます。

元気に健康体操を楽しんでいます
さやまコミュニティクラブが、毎⽉第⼀⽇曜⽇の午前10時
から11時まで、市⽴東幼稚園を会場に「健康体操教室」を
開いています。訪ねた７⽉５⽇（⽇）は、笑顔の素敵な理
学療法⼠の浅⽥先⽣の指導のもと、10名ほどの⼥性が和気
藹々と体操を楽しんでいました。
全⾝の関節を動かすことと筋⼒を使う運動で、⾃宅でも出
来ることを主に指導しているということでした。講師は隔
⽉に交替し８⽉は⼥性の畠⼭先⽣になります。
さやまコミュニテイクラブは狭⼭中学校区地域総合型ス
ポーツクラブとして2003年に結成されました。この⽇は３
名のボランティアスタッフがサポートしていました。
この健康体操教室の参加者を募集しています。参加費は初
回は無料で２回⽬からは300円が必要です。⾒学だけも可能
です。問合せ︓⼭村歳幸（090-1891-8921）

わくわくイベント「昆⾍モビールを作ろう」
狭⼭池博物館の夏休み恒例の昆⾍展が7⽉18⽇（⼟）
から8⽉23⽇（⽇）まで開催された。訪問したした7⽉
20⽇（祝）はわくわくイベント「昆⾍モビールを作ろ
う」が開かれていました。午前と午後の２回開催で、
各回ともに定員30名のところ、⼩学⽣と保護者で満席
でした。
この⽇は、トンボ・カブトムシ・クワガタ・テントウ
ムシ・アゲハチョウ・キリギリス・カミキリムシ・セ
ミ・オオムラサキなどが印刷された紙をハサミで切り
抜き、折り⽬線にそって折り、のりで貼り合わせて昆
⾍を組み⽴てます。⼦どもたちは慣れない⼿つきで悪
戦苦闘、保護者も⼿助けして親⼦共同作業で素晴らし
い作品が仕上がりました。参加者は、誰もがにこやかに満⾜していました。ここに参加して、夏休みの宿題もで
き、親⼦のコミュニケーションがとれた様⼦に、サポータ役のボランティアも笑顔でした。
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今年も夏休み親⼦⼯作教室 ・・・南中学校区円卓会議では
８⽉８⽇（⼟）今年もコミュニティセンターにて、
⼩学校の皆さんを対象に親⼦⼯作教室が開催されま
した。この活動は、⼦どもたちに創作意欲を持って
もらいながら、親⼦共々地域の⼈たちとのふれあい
に役⽴てることを⽬的として毎年開催されます。今
年の参加者は「⼦ども66⼈」と「保護者36⼈」で、
午前・午後ともに⼤盛況。⼩⼑、⾦づち、のこぎり
の使い⽅を、ボランティアから教わりながら、あら
かじめパーツとして⽤意された⽊材を使っての製作
に汗をかきました。作品は設計図に照らしながらの
「椅⼦」や「踏み台」など。
⽊材の切り⽅や、組み⽴て⼿順を考えることの⼤切さを学びながら、⼤⼯道具の使い⽅のコツを習得すること
に親⼦で⼀⽣懸命な時間を過ごしました。夏休みの楽しい思い出として、作品の出来栄えと、地域の⼈たちと
の暖かなふれあいが、いつまでも⼦どもたちの胸に刻まれたようです。

環境教育のリーダー研修の開催
環境学習⽀援倶楽部さやまでは7⽉12⽇（⽇）市⽴
公⺠館多⽬的室を利⽤して午前9時30分〜午後4時
30分までプロジェクトワイルドが進める環境学習の
指導者講習が開催されたました。講師は京都から派
遣された中川貴之⽒、参加者は⾼校3年⽣を中⼼に親
⼦で参加が⼆組の計10名のメンバーでした。今回の
講座は幼児に対する指導⽅法を体験型で学ぶもので
バッタの習性など幼児にもわかる内容を体験しなが
ら楽しく研修が出来ていました。狭⼭でもこの研修
を修了した⼈たちも数⼗名いるが継続して活動され
る⽅が少ないのが主催者側の悩みです。
ご興味のある⽅は
環境学習⽀援倶楽部へ
080-3774-9901（井上）

狭⼭池築造1400年記念局８J3SPの運⽤を開始
狭⼭池築造1400年記念実⾏委員会が募集した記念事業の⼀つに、
SAYAKAホールで活動する⼤阪狭⼭ラジオクラブ（OSRC)が提案し
たアマチュア無線による国内外へのPR事業が認定され、総務省・近
畿総合通信局から特別に免許された狭⼭池築造1400年記念局（コー
ルサイン８J3SP）の開局式が6⽉20⽇午後SAYAKAホールの無線局で
⾏われました。下津富雄会⻑の挨拶の後、会員による各地との交信で
狭⼭池のPRをはじめました。
コールサインの前半８J3は近畿の記念局を表し後半のSPはsayama
Pond（狭⼭池）のイニシャルです。
交信した相⼿局にはその証明となるQSLカードを送らり、記念事業を
PRします。OSRCでは各地への移動運⽤も含めて、2016年末まで
このコールサインで狭⼭池築造1400年をPRします。
＊QSLカードとは交信した事を証明するために取り交わす証明書です
記念カード
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市⺠活動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さんとお互
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6回「⽂化・芸術」 9⽉12⽇（⼟）
時間︓午後2時〜4時まで（開場︓午後1時30分）
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）
参加費︓200円（⼀⼈）
今回は市内で活躍され、当センターの団体登録情報

「しみんのちから（⽂化・芸術・スポーツ分野）」に
掲載中の団体の皆さんにお集まりいただきます。当⽇
は、⽇頃の活動で困っている事、また他団体との協⼒
し合いたい事、さらに、市の⽂化芸術のまちづくりに
対するご意⾒など話し合いながらお互いの親睦を深る
場にしていただきたい。
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

まちづくり⼤学 公開講座のお知らせ 市⻑による基調講演
「新しい市政展開の⽅針と今後のしみん⼒への期待」
まちづくり⼤学では9⽉からＡ・Ｂ・Ｃの3コースがスタートします。
このなかで公開講座は新市⻑講演と市⺠側代表とのパネルデスカッションを
予定しています。
と き︓12⽉19⽇（⼟）午後2時〜3時30分 （開場午後1時30分）
ところ︓SAYAKA⼩ホール
定 員︓300名 （申込順）
参加費︓無料
申込⽅法︓市⺠活動⽀援センターのHP・E-mail・FAXなどで受付ます。
HP:http://osakasayama-sc.jp/
E-mail:simin025@yacht.ocn.ne.jp
FAX︓072-366-4664

まもなくホームページが変わります

「しみんのちから」へのご登録団体さまへ
すでに登録団体の皆さんへは書⾯にてお願いしており
ますが、市⺠活動⽀援センターでは登録内容の更新に
ついて、従来のCD版からインターネットでご覧いた
だけるようにweb版の発⾏を進めています。しみんの
ちからweb版の閲覧開始は１０⽉頃を予定しており、
早めの掲載内容の確定をしたく、皆さんのご協⼒をお
願いします。web版の場合は変更の都度ご連絡いただ
ければ、即変更が可能になります。まだ「しみんのち
から」へ未登録の団体の⽅も受け付けますので連絡を
お願いします。
連絡先︓072-360-1011 ⽀援センターVICチーム
E-mail:vic@osakasayama-vc.jp

市⺠活動⽀援センターではホームページの⾒直し
作業中です。９⽉上旬から上記のイメージの画⾯
へ変更してページ内の内容が⾒やすくするための
作業を進めております。ご期待ください。
HP:http://osakasayama-sc.jp/
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⼦育て講座 親⼦で楽しく体験しよう︕︕
市⽴⼦育て⽀援センター“ぽっぽえん”と企画・運営に⼤
阪狭⼭市ボランティアグループ連絡会が⼦育て講座をひ
らきます。親⼦で楽しく創作活動やレクリエーションな
ど体験してみませんか︖ ⼦どもと⼀緒に体験すること
で、スキンシップを取ることができ、新たな発⾒もある
はずです。ぜひ親⼦で参加してください。おじいちゃん
おばあちゃんとの参加も⼤歓迎です。
⽇程と内容︓いずれも午前10時から11時まで
ところ︓⼤阪狭⼭市⽴⼦育て⽀援センター“ぽっぽえん”
対 象︓3歳〜就学前の⼦どもと保護者（祖⽗⺟も歓
迎）参加費︓200円 定員︓20組 申込⽅法︓ぽっぽえ
ん、市役所こども育成室、公⺠館、保健センター、コ
ミュニティセンターにある申込⽤紙で“ぽっぽえん”まで

第1回 9⽉5⽇（⼟）
“えほんを楽しもう” さやまおはなしの会
第2回 9⽉12⽇（⼟）
“クｔキングを楽しもう”

つくしの会

第3回 9⽉19⽇（⼟）
“おりがみを楽しもう”

さやまおりがみ倶楽部

第4回 9⽉26⽇（⼟）
“クラフトを楽しもう”

メンズボランティア狭⼭

第5回 10⽉3⽇（⼟）
“しぜんを楽しもう” 環境学習⽀援倶楽部さやま
＆ジュニアボランティアツボミ

講演会「ストレスと良いストレス対処法で豊かな⽣活を」

講師︓松浦義昌さん
⼤阪府⽴⼤学

准教授

狭⼭中学校区まちづくり円卓会議では第14回講演会を開催します。
と き︓10⽉3⽇（⼟）
開場︓1時30分 講演︓午後2時〜3時30分
ところ︓SAYAKAホール 2F ⼤会議室
定 員︓90名（申込先着順）
持参する物︓筆記⽤具＋電卓
参加費︓無料
申込⽅法︓HPまたはE-mail・FAXで
受 付︓9⽉1⽇〜9⽉30⽇まで
定員に達して受付出来ない場合は申込みの⽅へ連絡します。
狭⼭中学校区まちづくり円卓会議 事務局
HP:http︓//www.sayamachuentaku .net
E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
FAX:072-366-8545

東除川沿いを歩く参加者募集

市⺠ふれあいの⾥で
国際交流しませんか︕

⼤阪狭⼭市駅から東除川沿いに歩き、狭⼭⽔みらい
センターを⾒学後ふれあいの⾥で昼⾷です。
野外で昼⾷会をします。ご家族でお揃いで、参加く
ださい。

⼤阪狭⼭市在住の外国の⽅へ⽇本語教室を開催し
ている「てとてとクラブ」は年に⼀回、市⺠ふれ
あいの⾥で外国ファミリーを交えてバーベキュー
を開催します。みなさんも⼤阪狭⼭に住む外国の
⽅と交流をしてみませんか。当⽇のサポートボラ
ンティアも募集します。

と き︓9⽉24⽇（⽊）
集合場所︓⼤阪狭⼭市駅⻄⼝ 集合午前10時
終了は3時30分予定
募集⼈数︓50名まで
参加費︓700円位を予定（昼⾷代含む）
⾷事は漢の料理教室とのコラボ企画で
どんな⾷事かお楽しみです。
昼⾷場所︓市⺠ふれあいの⾥
申込先︓さやか観光会
０８０－４３９８－３９８７ （花岡）

と き︓10⽉25⽇ 午前11時〜2時まで
ところ︓市⺠ふれあいの⾥
参加費︓300円程度
申込先︓てとてとクラブ 090-6900-5992（⾦）
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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

情報ステーション
⽀援センターで
クラフトワークショップ

「もっとこうしたらいいの︕」
を提案してみませんか︖

７⽉のクラフトワークショップでは、不要になった
服などをリサイクルして布草履を作りました。定員
を上回る10名の参加者が⼿⾜を駆使して草履作りに
挑戦。短い時間だったため、再度開催の要望が多
く、急遽復習の時間を設定しました。復習の時間は
少⼈数で個⼈レッスンとなり、初回は「︖」で帰っ
た⼈も、おしゃべりを楽しみながら前回わからな
かったところをしっかり確認しました。

⼤阪狭⼭市は、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。
これまでの採択事業、提案の内容や市の現状、市
政資料の提供など。まずはご相談ください。
応募期間 ９⽉18⽇（⾦）〜10⽉９⽇（⾦）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240）

９⽉のワークショップ
で は、広 告 ち ら し で カ
ゴ 作 り で す。必 要 な の
はカッターと広告チラ
シ の み︕ の り や ボ ン
ドを使わずカゴを作り
ます。作り⽅を覚えると、バッグも作ることができ
ます。

みなさんの活動・情報をこのNLE
「機関紙」で発信しませんか。
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。

◆⽇時 9⽉17⽇（⽊）午後1時30分〜3時
◆参加費 100円 ◆定員 5名（先着順）
◆申し込み・問い合せ 市⺠活動⽀援センターまで

編集後記
早朝から叩き起こすかのように降り注いだセミの声が
い つ の 間 に か 無 く な っ て い ま す。毎 朝 の 通 学 の
（騒︖）⾳が戻ってきました。それにしても夏休みの
時期、⼦どもたちはいずこに。「少⼦⾼齢化」を実感
したところです。我がまちの将来はどうなっていくの
か、あらためて関⼼を持たざるを得ません。

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-mail:simin025@yacht.ocn.ne.jp

「消滅都市」などという⾔葉が喧伝されましたが、国
が唱える「地⽅創⽣」のターゲットは「地⽅」。果た
して⼤阪圏は「地⽅」でしょうか︖ 確かに東京⼀極
集中が進み、東京視点の政治・経済が横⾏する現実の
前に、⼤阪も⼀地⽅なのは残念ながら否定はできませ
ん。でも、⼤阪狭⼭市の⼈⼝は５万⼈余り、周辺を含
めると20万⼈以上の⼈がいます。「地⽅」創世とは
⼀線を画した、この地ならではの「⼤阪」創世の視点
が必要で有効性を持つはずだと思われてなりません。
他市や他地域の取り組みに学ぶことは有意義ですが、
「地域」らしさ、「地域」ならではの価値を再発⾒す
ることが求められます。あらためて、「まちのポテン
シャル」を探したいと思った晩夏の昼下がり。いつの
間にか秋の気配が忍び寄ってきています。（よ）

HP:http://osakasayama-sc.jp/
VIC・E-mail︓vic@osakasayama-vc.jp

大阪狭山市
駅徒歩4分
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