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さやりん 

第4回 まちづくり活動発表会開催 

⾦剛駅⻄⼝地域防犯ステーションは平成１７年９⽉１⽇
から公設⺠営型としてスタートした、交番に似た平屋建
てで、現在３２名のボランティアメンバーで365⽇運営
されています。設⽴当初は午前９時から午後６時まで、
夜間は警備会社に委託されていましたが、平成１８年４
⽉１⽇からは午前９時から午後１０時まで市⺠ボラン
ティア団体が運⽤することになりました。１⽇平均６名
のメンバーが交代で運営しています。業務内容は常駐に

より、地域住⺠が⾏う防犯パトロール活動⽀援、市・⿊⼭警察署との連携による地域安全情
報の集約および発信となっております。実際の業務で⼀番多いのは来訪者への⽬的地案内で
す。⾦剛駅周辺にお住まいの⽅で、この活動に興味のある⽅は⾦剛駅⻄⼝防犯ステーション
（072-365-7166）まで連絡をお願いします。 

1⽉23⽇（⼟）、SAYAKAホール⼤会議室で、
まちづくり活動発表会を開きました。この発表
会は、市⺠活動⽀援センターの「しみんのちか
ら」に登録している団体の中から、優れた実績
を収めた団体の活動を広く知っていただくた
めに開催しています。今年の発表は、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、さやか観光会の4団

体。市⺠活動⽀援センターから各団体の活動に
ちなんだ賞として記念盾を贈呈し、その後各団
体のプレゼンテーションとグループワークでそ
れぞれの課題の「⾒える化」を図りさらにその
解決策を探りました。この⽇参加者は、発表団
体関係者25名に加えて⼀般参加者16名、ファシ
リテータ4名など総数58名。お互いの活動を知る
とともに、外部からの客観的な意⾒との交流の
場となったことで、それぞれの活動の⾒直しにつながったという声もありました。 



-2- 

 

狭⼭中校区円卓会議 東除川河川掃除美化活動実施   

新春こどもまつり開催 

狭⼭中校区円卓会議 楽しいレクレーションゲーム開催  
狭⼭中学校区まちづくり円卓会議では２⽉１４⽇（⽇）
SAYAKAホールコンベンションホールで講師に⼤阪府⼤
の准教授 三宅孝昭さんを招いてレクレーションゲーム
のの実技をしました。最初は緊張ぎみの集団でも、ゲー
ムを展開していくうちに徐々に楽しい場所になっていく
のが⾒られました。 
ゲームの組み⽴てと展開についてもリーダー対参加者の
ゲーム、２⼈組のゲーム、３，４⼈の⼩グループのゲー

ム、全体交流ゲームまた円形で⾏うゲームなど参加⼈数
によりゲームの内容を変える事を教わりました。ゲーム
を⾏う際はルールは説明し、はやってみせて、声の強
弱、抑揚、間とテンポが⼤切なこと、必ず勝った⼈をた
たえることなど勉強しました。参加の約５０名の⽅も楽
しんで帰られました。                 

市⽴公⺠館で新春こどもま
つり実⾏委員会が1⽉10⽇
新春こどもまつりを開催し
ました。オープニングイベ
ントとして「さやりんと⼀
緒に踊ろう︕」でスター
ト、テーマは遊びと学びの
体験で⼤集会室では⾵⾞・
⽊製⾞・タオルわんちゃん、おりがみ体験、射的・あてもの・
⿂釣りなど体験してました。他の部屋でも鉄道模型の操作や昔
ながらの正⽉遊びのけん⽟・お⼿⽟・福笑いなどがあり。開館
直後から沢⼭の⼈が来場し、様々な模擬店や体験コーナを楽し
んでいました。当⽇の参加者は5,720名でした。 

2⽉7⽇に、学園橋から南海電⾞踏切までの河川の清掃活動をしまし
た。作業始めのころは⼩雪も舞う状態でしたが、その後好転し天気
も晴れて作業が順調に進みました。2ｍぐらい伸びたヨシの刈り取り
や河川壁⾯に⽣えた雑草
など1時間半の作業でし
たが沢⼭の除草作業がで
きました。 
作業も雑草を河川から引
き揚げウインチの設備も
あり雑草の搬出が便利に
なっていました。 
 

当⽇の参加者は狭⼭中学校区まちづくり円卓会議メンバー19名・市
職員10名・府職員4名でした。 
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三中校区円卓会議 防災講演会が開催されました 

市⺠公益活動促進補助⾦説明会開催 
１⽉２４⽇（⽇）市役所南館講堂にて平成２８年度
市⺠公益活動促進補助⾦説明会が開催されました。
この⽇は⼀般参加者・団体関係者併せて１０名の参
加で、これから団体を⽴ち上げようと考えている⽅
から団体の⾃⽴に向けて更なる事業拡⼤を考えてい
る⽅まで様々でしたが、参加者はそれぞれ平成２８
年度の申請に向けて真剣に聞き⼊っていました。 
この補助⾦は３つの部⾨にわかれており、それぞれ
事業の規模や⽬的に合わせて、⼊⾨部⾨、チャレン
ジ部⾨、⾃⽴促進部⾨が選べます。 
補助⾦の応募締め切りは３⽉１１⽇（⾦）までと
なっておりますが、興味のある⽅は⼀度、市⺠協
働・⽣涯学習推進グループまたは市⺠活動⽀援セン
ターまでご相談ください。 

まちづくり研究会報告会開催 

２⽉１８⽇（⽊）市役所南館講堂で第三中学校区まちづく
り円卓会議が防災⼠の岡本裕紀⼦⽒を招いて、“避難所運
営”をテーマに防災講演を開催し、円卓会議の構成員と校区
内の⾃治会の⽅々が参加しました。 
 防災講演と聞くと難しい話を想像された⽅も多かったか
もしれませんが、災害時でも⾝近なもので出来る応急処置
の⽅法や、アルファ⽶にちょっと⼀⼯夫を加えるだけで美
味しくなる⽅法など、素⼈ではなかなか思いつかないアイ
デアや役⽴つ情報など、気軽に聞ける話も多く盛り込まれ
ており、誰でも興味の持てる内容となっていて、いつ起き
るかわからない災害に備え、熱⼼に聴講されていました。 

1⽉30⽇に第9回まちづくり活動発表会が市⽴公⺠館で開
催されました。まちづくり研究会はまちづくり⼤学の修了
者が分科会活動の成果を発表するもので、代表の橋本さん
の挨拶から始まり、環境関連分科会の伊勢⽥さんからはゴ
ミ減量の取組や空き家対策の話、⾃主防災関連分科会では
上⾕さんから⽕災報知器の普及活動、⾃治会の加⼊促進、
避難所運営マニアルの作成など、福祉介護分科会では中⻄
さんから介護の問題提起など、教育⽂化関連分科会の中林
さんからは論語・落語・科学実験・英語の講座の紹介あ
り、都市計画・⾏財分科会の松村さんからは地産地消グ
ループ、都市開発と環境グループ、観光事業推進グループ
の活動紹介がありました。今後の住みよい⼤阪狭⼭市のた
めにも研究会の活発な活動に期待したいものです。 



-4- 

 

第6回陶器⼭元気ウォーキング 

南中円卓会議では3⽉26⽇（⼟）に元気ウォーキング
を開催します。 
 
◆集合場所︓市⽴南第⼀⼩学校 
◆集合時間︓午前8時30分 
◆コース 
●フルコース（約6Km、予定所要時間90分） 
      脚に⾃信のある⽅ 
●ハーフコース（約4.5Km、70分） 
      ⼀般向き 
●ミニコース（約2Km、40分） 
      ⾼齢者、お⼦様連れの⽅ 
いずれも南第1⼩学校をスタートし所定のコースを回
りスタート地点にもどります。 
 

いきいきわくわくボランティア体験 
さやまで活躍している団体の活動を、⾒て、聞い
て、体験してあなたに合った活動をみつけません
か。参加料無料、申込み不要、⼊退場⾃由です。 
◆と き︓3⽉5⽇(⼟）1時30分〜4時30分まで 
◆ところ︓福祉センターさやま荘「⼤広間」 
    さつき荘「スポーツ室」 
◆受 付︓さつき荘「スポーツ室」 
さやま荘⼤広場では活動パネルや作品の展⽰、ス
テージではグループの発表をします。 
参加団体はつくしの会、メンズボランティア狭⼭、
さやまおはなしの会、さやまおりがみ倶楽部、環境
学習倶楽部さやま、ジュニアボランティアツボミ、
さやまカンタービレ、⾃助具の⼯房さやま、⼤阪狭
⼭市レクレーション協会、などほか 

市⺠公益活動促進補助⾦ 平成2７年度事業報告会及び 
       平成2８年度公開プレゼンテーションを開催します 
平成2７年度市⺠公益活動促進補助⾦の交付を受けた⾃
⽴促進部⾨の３団体３事業それぞれが事業報告をしま
す。また同時に、平成2８年度の申請団体による公開プ
レゼンテーションも開催します。 
この報告会とプレゼンテーションでは、市⺠は、どの
ような事業に補助⾦が⽀出されているのかを知ること
ができ、これから補助⾦を受けて事業を企画したいと
考えている団体は、どのような事業が選ばれているの
かを具体的に知ることができます。それぞれの団体が
⼯夫を凝らしたプレゼンテーションを⾏います。 
問 合 せ ︓ 市 ⺠ 協 働・⽣ 涯 学 習 推 進 グ ル ー プ、 
      市⺠活動⽀援センター 

熟年⼤学まもなく開校します 
第15期の受講⽣を募集しています。概ね60歳以上の元気な
熟年者の皆さん、熟年⼤学で学び運動し、趣味を楽しみ、仲
間を作り健康で⽣きがいのある⼈⽣を送りましょう。専⾨科
⽬15教室と⼀般教養公開講座があります。 
専⾨科⽬は⽇本史、世界史、歴史と⼈物科、中国史科、古典
⽂学、美術科基礎、美術Ⅱ、美術Ⅲ、園芸科、野菜栽培科、
健康体⼒づくり科、健康スポーツ科、リズム体操科、スト
レッチ体操科、健やか体操科の15教科です。 
専⾨科は年間30単位の授業と⼀般教養講座10単位を取得し
ます。受講料は21,700円/年です。 
申込締め切りは2⽉15⽇ですが追加募集の科⽬もありお問合
せください。。 

なお⼀般教養公開講座だけの募集は3⽉1⽇から募集を開始します。（定員250名） 
問合せ︓⼤阪狭⼭市熟年いきいき事業実⾏委員会（☎︓072-366-8899） 
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河内・⼤和・紀州おもしろ講座として全6回シリーズで 
開催されています。 
●ところ︓市⽴コミュニティセンター 
     ４F⼤会議室 
●と き︓1時30分〜4時まで 
○2⽉17⽇   (⽔）第1回 真⽥幸村の⼈物像とその⽣き

た時代 
○2⽉22⽇ (⽉）第2回 真⽥幸村と⼤坂の陣  ＊1 
○2⽉29⽇ (⽉）第3回 南北朝の内乱〈前編〉 ＊1 
○3⽉8⽇ （⽕）第4回 南北朝の内乱〈後編〉   ＊1 

 
○3⽉15⽇ (⽕）第5回 天誅組の変          * 1 
○3⽉22⽇ （⽕）第6回 数学者岡潔と⽇本の情緒＊2 
●講師  ＊1 岩倉哲夫さん 中世地域史研究家  
     ＊2 瀬岡佳史さん 岡潔数学WAVE会⻑、 
●⼊場料︓500円 
●申込①開催⽇②講演テーマ③⽒名④申込者住所⑤電話 
 番号記載の上ハガキの場合は 
 〒589-0005⼤阪狭⼭市狭⼭1-862-5 
 市⺠活動⽀援センター内 さやか観光会宛、 
メールは︓geoclub.nw@gmail.com 
問合せ︓(NPO法⼈ネットワーキング紀北ジオ倶楽部） 
TEL︓080-4982-1200/080-5336-2606） 

第2回さやりんフェステバル開催します 
狭⼭中学校区地域⽂化祭として第2回を4⽉17⽇（⽇）にSAYAKAホール〈⼤ホール〉で開催します。 
◎舞台の部は募集20組でこの紙⾯がでるころは参加団体が決まっている⾒込みです。 
   ●プログラム︓4⽉16⽇（⼟）リハーサル                  
          4⽉17⽇（⽇）午後0時30分〜4時（本番）（1組8分程度） 
   ●出演順など︓主催者企画委員会にて決定します。 
 ＊出演申込説明会︓2⽉28⽇(⽇）午後2時から市役所南館講堂にて⾏い ます。 
  すでに20組の団体が申込みされています。 
◎展⽰の部 ⼤ホールホワイエにて展⽰します。 
〈4⽉16⽇(⼟）午後〜17⽇(⽇）4時まで 
 ●募集対象︓狭⼭中学校区で活動する個⼈、団体。 
 ●ジャンル︓絵画、写真、書道、⼿⼯芸品、華道など 
 ●参加費 ︓無料 
 ●作品数 ︓お⼀⼈3作品まで ●⼤きさ︓絵画8号まで、写真ワイド四つ切まで額装ガラスなし、 
       書道は表装済み、⼿⼯芸品、華道は机上に展⽰できるもの（規格外も対応可否相談） 
 ●申込期⽇︓平成28年2⽉28⽇まで 
 ＊展⽰スペースの都合上、申込多数の場合は抽選にて決定します。 
  当会議の⽬的にそぐわない場合は、出演出展をお断りする場合がありますのでご了承ください。 
問合せ︓狭⼭中学校区まちづくり円卓会議 
 〒589-0005⼤阪狭⼭市狭⼭1-862-5 市役所南館２F〈市⺠活動⽀援センター内） 
 TEL/FAX︓072-366-8545 E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net 

狭⼭池築造1400年記念事業 連続歴史講座 

防災啓発映画会のご案内 

⼤阪狭⼭市災害ボランティアネットでは映画鑑賞会を
開催します。 
 
●と き︓3⽉6⽇（⽇）午後2時〜4時まで 
●ところ︓SAYAKAホール「コンベンションホール」 
●定 員︓100名程度（申込不要・先着順） 
●タイトル︓「遺体 明⽇への⼗間」主演︓⻄⽥敏⾏ 
●問合せ︓⼤阪狭⼭市社会福祉協議会 
     ☎︓072-367-1761 
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⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター 
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 発行責任者：⽒川 誠 
 〒589-0005 大阪狭山市狭山１-862-5 
  ☎・Fax︓072-366-4664 
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HP:http://osakasayama-sc.jp/ 
VIC・E-mail︓vic@osakasayama-vc.jp 

情報ステーション 

大阪狭山市

駅徒歩4分 

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 

市公益促進補助⾦へ寄付を 

みなさんの活動・情報をこのNLE
「機関紙」で発信しませんか。 

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。 

⽀援センターで 
クラフトワークショップ 

３⽉のワークショップはすっかり定番になった
「古新聞でエコバッグ作り」 

⽇時︓３⽉１１⽇（⾦）午後1時30分〜午後3時 
参加費︓100円 

今年度から⽉１回のペースで開催しているクラフ
トワークショップ。これまで⽀援センターと縁の
なかった⽅々にも⾜を運んでいただけました。12
⽉に開催したスクラップブッキングでは、若いお
⺟さんと⼩さなお⼦さんも来所。⽀援センターに
新たな⾵が吹き渡りました。 

４⽉以降のワークショップは、開催⽇時を毎⽉第
４⾦曜⽇午後2時からと固定します。内容もリ
ニューアル。これまで材料として使⽤していただ
けの古新聞の記事にも⽬を向け、暮らし⽅・⽣き
⽅の参考になるようなことを学ぶなど、ものづく
りを楽しみつつ、少し知的な時間になるようなこ
とも企画しています。         

編集後記 

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。 

「いち、にーの、巻き巻き〜︕」 
数⼈の仲間で始めた時は4mだった恵⽅巻きは、4年
⽬の今年、⼤⼈も⼦供も合わせ総勢50名の⼿により
24.4mにまで距離を伸ばしました。 
「この道 路を封 鎖し て、⻑い恵 ⽅巻き を作りた
い︕」。5年前、はじめて友⼈の夢を聞いた時は、な
んて途⽅もないことを考える⼈なのだろうと半ば呆
れていました。いつの間にか彼⼥の夢にいろんな⼈
たちが巻き込まれ、今年は⼀気にいろいろなことが
動き出し、急激に広がりをみせ始めました。ひょっ
とすると近いうちに実現できてしまうかもしれな
い。不思議な⾼揚感に包まれました。 
ワクワクしている⼈の元に⼈は集まってくる。 
⼼からやりたいと思うことに、ひたむきに向き合え
ば、⼀⼈の夢はみんなの計画になっていくのかもし
れない。私もまた私の叶えたいことに向かって、楽
しむ気持ちを⼤切にしながら、突き進んでいこう。
南南東に向い恵⽅巻きを頬張りながら、そんなこと
を考えていました。（M) 
 


