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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まちづくり⼤学の⼀般公開講の参加者を募集してい
ます。
第1部では古川市⻑が⾃ら語り、また第２部でも3
⼈の市⺠団体代表に市⻑が加わりパネルデスカッ
ション形式で、これからの市政の展開と、そこで期
待される市⺠⼒について議論を深めます。
狭 ⼭池 築造1400年、市 制施 ⾏30年 をそ れぞ れ来
年・再来年に控え、これからの⼤阪狭⼭市を⼀緒に
考えましょう。
●と き︓12⽉19⽇（⼟）午後2時〜3時30分
（開場1時30分）
●ところ︓SAYAKAホール ⼩ホール
●定 員︓先着300名
●参加費︓無料
●申込締切︓12⽉12⽇（⼟）
●申込⽅法︓⽒名・住所・電話を郵送、ファクシミ
リ、電⼦メールまたは直接窓⼝で申し込んで下さ
い。また、センターのホームページからも申し込め
ます。

1

１
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第15回講演会
開催しますほか

5

情報ステーション

6

陶器⼭の⾃然

ノスリ

「しみんのちから」登録団体紹介

登録No.30

NPO団体
グローバルスクール

⽬的︓⾼齢者が⼼⾝共に健康で充実した⼈⽣を送る為に「⽣き⽣きと元気な健康づくりを⽬
指し地域社会に貢献する」①シニアの歌声広場︓活動⽇ 第２・４⼟曜⽇10時〜12時 ②健
康マージャン教室︓活動⽇ 第１・３⼟曜⽇13時〜16時。いずれも市⽴コミュニティセン
ターで開催 問合せ︓⼤阪狭⼭市⼭本北１２８５－３２ NPO団体 グローバル・スクール
072-365-7115

情報提供
あまの街道と
陶器⼭の⾃然を守る会
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第9回 産業まつり開催
11⽉14⽇（⼟）、⼤阪狭⼭市商⼯会などの主催による第9回
産業まつり〜狭⼭わくわくフェスタ〜が市⽴野球場の駐⾞場
で、あいにくの悪天候のなか開催されました。
農産物フェア、産業フェアin狭⼭、環境・リサイクルフェア、
安全安⼼フェア、利き⽔会、ガレージセール、エコフェスタ
おおさかさやま、リサイクルブックフェアなど盛り沢⼭な内
容で、⼤勢の市⺠が多様なかたちで活躍しました。
お好み焼き、たこ焼き、おでん、から揚げ、焼きそばなどの
模擬店に⾏列ができ、舞台では、さまざまな団体のライブ、
ダンスなどの演技が披露され、⼤きな拍⼿と喝さいを浴びて
いました。イベントの最後には、わくわく抽選会が⾏われ盛
り上がりました。

はばたきフェスタ2015開催
10⽉17⽇(⼟)、18⽇（⽇）、福祉センター・市⽴公⺠館・
図書館・市史編さん所・保健センター・シルバー⼈材セン
ターの合同ではばたきフェスタ実⾏委員会が開催されまし
た。両⽇とも秋晴れの天候に恵まれ⼤賑わいでした。参加
95団体、両⽇⼊場者は5,585名。
17⽇のオープニングは、福祉センター⽞関前で、第三中学
校吹奏楽部の元気あふれる演奏から始まり、公⺠館前の広
場では表現倶楽部うどいによる演技が披露されました。翌
18⽇は、⽂化協会舞踊部の「狭⼭⾳頭」☆みんなで踊ろう
☆でスタートしました。展⽰会場では、⽇ごろの成果が展
⽰され、⼦ども達の参加もありクラブ員から教えてもらっ
ている“おじいちゃんと孫”のようなほのぼのしたシーンが
⾒受けられました。模擬店では、ポップコーン、焼きそば、フランクフルト、カレー、駄菓⼦つり、ヨーヨーつ
りなどなど勢揃い、活気のある呼び声に誘われ⼤勢の来客も楽しんでいるようすでした。

てとてとクラブが交流バーべキューパーティー
地域に住む外国⼈の⽇本語学習⽀援の活動している
『てとてとクラブ』が10⽉25⽇（⼟）に市⺠ふれあ
いの⾥で交流バーベキューパーティーを開きまし
た。晴 天 の も と、参 加 者 が 持 ち 寄 っ た ⾷ 材 で 作 っ
た、焼き⾁、チーズフォンデュ、野菜いため、サラ
ダなど美味しそうな料理が⼭盛りでした。
韓国・ベトナム・モンゴル・ペルー・ロシア・アメ
リカ・中国などの出⾝の⼈と、サポートスタッフ15
名の総勢40名がバーベキューを楽しみながら交流を
深めました。
てとてとクラブでは、組織運営を⽀えるスタッフを
募集しています。関⼼ある⽅は090-6900-5992（⾦
さんまで）。
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まち⼤A・Bコース終了
9⽉5⽇(⼟)に開講した、第11期まちづくり⼤学は10⽉5
⽇（⼟）でAコース、10⽉31⽇でBコースの講座がいっ
たん終了し、共通科⽬の⼀般公開講座と修了式を残すば
かりとなりました。
Aコースは⼤阪狭⼭市の歴史や⾏政の施策等に関する知識
を深めるためのコースで、受講⽣24名のアンケートで
は、講師の説明が全般に分かり易い、狭⼭の歴史をもっ
と知りたいという意⾒が多くありました。
Bコースは市⺠と⾏政の協働事業の内容を知り、今後まち
づくりに参加しようとする⼈向けのコースです。受講⽣
は20名で、ごみ減量対策の実情や福祉政策の現状などを
聞けてよかったとの声が多くあり、さらに資源再⽣⼯場
と清掃⼯場の⾒学も好評でした。

まち⼤Ｃコースでボランティア体験
10⽉3⽇から11⽉17⽇までの間、Cコース18名の受講⽣
が、環境・社会教育・⼦育て⽀援・⼦ども健全育成・福
祉・まちづくり等の分野で活動する、8団体でボランティ
ア体験をしました。
既にボランティア活動に取り組んでいる⼈や、これから
どんな分野で活動をしょうかと考えている⼈が参加し、
実際の活動を体験しました。
今回の体験の結果、団体の活動に興味をもち、引き続い
てメンバーとして活動をしていくことを決めた⼈も数名
でました。
⾃分の眼や⾝体で感じることが、実際に⾏動にでるきっ
かけづくりになると感じました。

おはなし語り⼿⼊⾨講座始まる
10⽉31⽇（⼟）図書館の主催で「おはなし語り⼿⼊
⾨講座」が市⽴公⺠館を会場にスタートしました。
参加者は8⼈で、絵本や語りを通じて⼦どもたちと楽
しさをともにしたいと集まりました。
今回の⼊⾨講座を受け持つのは、⻑年にわたり、ス
トーリーテリングや絵本、紙芝居等などでおはなしを
届けている“さやまおはなしの会”のメンバーです。
講座は全5回あり、この⽇の第１回から19⽇の第5回
にわたって開講されます。
第１回⽬は「おはなしって楽しいよ︕」をタイトルに
参加者とスタッフ併せて26名が⾞座になって進めら
れ、みなさん熱⼼に受講されていました。
新しい語り⼿の誕⽣が期待されます。
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公益活動促進補助⾦説明会のご案内
市⺠公益活動促進基⾦を活⽤して実施する補助⾦の説
明会を開催します。
福祉の増進、環境の保全、⻘少年健全育成、⽂化芸術
等の振興、経済活動の活性化など、多数の利益につな
がる多様な市⺠活動を⽀援するものです。
「補助⾦を活⽤して活動を拡⼤したい︕」「興味はあ
るけれど、どうやって申請するの︖」「どんな事業が
申 請 で き る の︖」等、まず は 説 明 会 に お 越 し く だ さ
い︕
●と き︓平成２８年１⽉２４⽇（⽇）
１０時〜１１時
●ところ︓市役所南館２階講堂

第4回まちづくり活動発表会
「しみんのちから」に登録されている団体のなかから活動中の4団体を表彰し、⽇頃の活動の内容や課題を発表
していただきます。またまちづくりに関して共に学び、つながり、活動したいと考える⽅の参加を募集します。
●と き︓ 平成28年1⽉23⽇（⼟）午後1時〜4時30分
●ところ︓ SAYAKAホール 2階⼤会議室
●発表団体 ・⼤阪狭⼭市合唱連盟
・さやまおはなしの会
・⼤阪狭⼭市⾷⽣活改善推進協議会
・さやか観光会
●申込締切 :平成28年1⽉10⽇（⽇）
●申込・問合せ:
⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター
電話:FAX 072-366-4664
Email:vic@osakasayama–vic.jp

まちづくり研究会報告会

まちづくり団体交流会

まちづくり研究会では⽇ごろの研究成果を広く知っ
ていただくため下記の⽇程で活動報告会をひらきま
す。関⼼ある⽅は参加ください。

環境・美化・ゴミの減量などの活動分野への取組んで
いるまちづくり活動団体の交流会をひらきます。
今回は環境をテーマに

●と

き︓１⽉３０⽇（⼟）
午前９時３０分〜１１時３０分
●ところ︓市⽴公⺠館 多⽬的室
●定 員︓７０名
●参加費︓無料
●申込先︓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

●と き︓2⽉27⽇午後2時〜4時（受付︓1時30分）
●ところ︓市⺠活動⽀援センター 講堂
（⼤阪狭⼭市南館 ２階）
●申込先︓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
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楽しいレクレーション・ゲーム開催します
狭⼭中校区まちづくり円卓会議（さやまラウンド）で
は体験参加講座として「楽しいレクレーション・ゲー
ム」を開催します。集会や研修会など、⼈が集まった
時には、多少緊張するものですが緊張感のある雰囲気
ではあまり楽しくありません。そのような場⾯で簡単
なレクレーションゲームを⾏うことによりお互いの緊
張がほぐれます。そんな時のスキルとして最適な⽅法
です。ゲームの展開⽅法、⾔葉がけ、タイミングなど
体験しながら勉強します。
と き︓平成28年2⽉14⽇（⽇）開場1時30分
講演2時〜3時30分
●ところ︓SAYAKAホール コンベンションホール
●定 員︓90名 先着順
●服 装︓軽い動ける服装で
●参加費︓無料（但し要予約）
●申込⽅法︓ホームページまたはE-mail・FAXで
●受 付︓1⽉15⽇〜2⽉12⽇まで
●申込先︓ホームページ︓URL
http︓//www.sayamachuentaku.net
E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
FAX:072-366-8545

講師︓三宅 孝昭さん
⼤阪府⽴⼤学 地域連携研究機構 准教授

第6回陶器⼭元気ウォーキング⼤会
NPO法⼈南中円卓会議では地域コミュニティ交流事業
として陶器⼭元気ウォーキングを開催します。
詳細は平成28年2⽉にお知らせがあります。
★フルコース（約6Km、予定時間90分 脚に⾃信のある⽅）
●と き︓平成28年3⽉26⽇ 集合午前8時30分
★ハーフコース（約4.5Km 70分 ⼀般向き）
●ところ︓市⽴南第1⼩学校
★ミニコース （約2Km
40分 ⾼齢者、⼩学校以下
●コースは3コースから
のお⼦様連れの⽅）

弁護⼠による個⼈情報解説講座

新春こどもまつり2016

公⺠館・図書館共催事業として弁護⼠による個⼈情報の
知識をわかりやすく解説して学ぶ講座が開催されます。
●と き︓1⽉30⽇（⼟）午後2時〜4時
●ところ︓市⽴公⺠館多⽬的室
●対象・定員︓18歳以上の⼈80名
●費 ⽤︓300円
●申込︓市⽴公⺠館へ直接・FAX・郵送・ホームページ
●締切︓12⽉28⽇(⽉）必着 定員を超えると抽選

市⽴公⺠館で参加団体、グループ、当⽇参加された
皆さんで作る、模擬店・遊びコーナー・ステージの
ある⼦どものおまつりが開催されます。

●問合せ︓市⽴公⺠館 電話:366-0070
FAX︓366-0081
ホームページ︓
http://www.osakasayama-kouminkan.jp

●問合せ︓市⽴公⺠館 TEL:366-0070
FAX︓366-0081
ホームページ︓
http://www.osakasayama-kouminkan.jp
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●と き︓1⽉10⽇(⽇）10時〜3時30分
●ところ︓市⽴公⺠館
●対 象︓どなたでも
●費 ⽤︓模擬店・遊びコーナー⼀部有料

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

年末年始の休館⽇のお知らせ
市⺠活動⽀援センターは12⽉29⽇〜1⽉5⽇まで

12⽉は定番の古新聞でエコバッグ作りに加え、好
きな写真で素敵なカードを作るスクラップブッキ
ングのワークショップも開催します︕

休館します。

市広報誌（市⺠活動の広場）掲載受付
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ください。

みなさんの活動・情報をこのNLE
「機関紙」で発信しませんか。

●古新聞でエコバッグ作り
12⽉10⽇(⽊)午前10
時〜午前11時30分・
午後2時〜午後3時30
分の２部制で
定員は各５名
参加費100円
●クリスマスカード de スクラップブッキング
12⽉14⽇（⽉）午前10時〜午後13時30分・午後
1時30分〜午後3時30分の２部制で定員は各8名
参加費500円
お⼦さん、お孫さん、ペットの写真などを使っ
て、可愛いクリスマスカードを作成します。
問い合わせ・お申し込み︓

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。
市⺠活動⽀援センターまで情報の提
供をお願いします。

市⺠活動⽀援センターまで

編集後記
⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター
News Letter Express

「健康寿命」という⾔葉をご存知ですか︖健康寿命
とは、健康上の問題がない状態で⽇常⽣活を送れる
期間のことです。
⽇ 本 の 男 性 で は 平 均 寿 命 は81.21歳、健 康 寿 命 は
71.19歳 で こ の 間 に は 約9年、⼥ 性 で は 平 均 寿 命
86.61歳、健康寿命74.21歳で約13年の差がありま
す。この差は不健康な期間になります。
都道府県別で⾒るとトップは男性で愛知県、⼥性は
静岡県です⼤阪府は男性のワースト4番⽬、⼥性で
ワースト3番⽬の低さです。⼤阪狭⼭市はどんなレ
ベルなのか︖調べてみる必要があります。
誰もが最後まで、健康でいきいきとした⽣活を送り
たいと思っていますが、健康寿命を延ばためには適
度の運動で筋⼒の低下をカバーして⾏くことが有効
です。健康寿命を延ばすためには皆さんも週2回の
運動を⼼がけましょう。⼩職もすでに健康寿命の平
均を超えて平均寿命に近く余命も数えることができ
る年齢になりましたが最後まで健康で⽣活ができま
す様に精進していきます。（U)

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
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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