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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２７年度事業報告・平成２８年度公開プレゼンテーション〜 

伝統芸能南京⽟すだれ「お多福会」は2002年に
池尻⾃由丘で発⾜し、現在市社会福祉協議会に
隣接する「さつき荘」で毎⽉第⼀⾦曜⽇午後1
時〜3時まで練習しています。 
地区サロンでの活動や各種介護施設などからの
要請により腕前を披露しています。 
なお指導されてる先⽣は天竺たかしさんです。 
第4回なにわ⼤賞芸能部⾨特別賞を受賞された
⽅です。お多福会ではいつでも会員を募集して
います。ご⼀緒に稽古を楽しんでみませんか。
問合せ︓090-5979-3606 （品川） 

１⽉25⽇(⽉）から３⽉11⽇（⾦）まで募
集の「市⺠公益活動促進補助⾦」には8事
業の応募があり、４⽉17⽇(⽇）に公開プ
レゼンテーションが⾏われ、同時に平成２
７年度補助⾦受給団体による事業報告も
⾏われました。 
★平成２７年度事業報告団体は次の3団体
〇⼤阪狭⼭市⾷⽣活改善推進協議会  
〇⼤阪狭⼭⼩学校英語活動⽀援の会  
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 
★平成２８年度⼊⾨部⾨の申請団体は３

団体 〇さやま餅つき隊（仮） 〇（仮）ワン・ツー・ライフ 〇とびら（仮称） 
★平成２８年度チャレンジ部⾨の申請団体は次の１団体○特定⾮営利活動法⼈たんぽぽの丘 
★平成２８年度⾃⽴促進部⾨の申請団体は次の４団体○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⾷物アレルギー・アトピーサークル「Smile・Smile」 
〇ＮＰＯ法⼈⻘少年⽂武育成会〇⼤阪狭⼭観光ボランティアの会さやか観光会 
去年度は、未だ申請のなかった⼊⾨部⾨とチャレンジ部⾨ですが、今年度は、⼊⾨部⾨が３
団体、チャレンジ部⾨も１団体の申請があり、制度の認知度も着々と上がっているように感
じます。また、⾃⽴促進部⾨に申請されている団体も経験を重ねるごとにスキルアップして
おり、今後、市⺠公益活動がますます活発になることを期待します。 
 



-2- 

 

第２回さやりんフェステバル開催  

狭⼭池まつり2016開催 

Go︕Go︕ふれあいの⾥ワールド開催   
5⽉5⽇(祝）のこどもの⽇は天気にも恵まれて、今年もさまざ
まな特技を持ったボランティアが活躍していました。・クラ
フト関係で⽯ころアート、⾵⾞づくりなど・紙芝居、絵本の
読み聞かせなど・囲碁ボール・クロリティ・ネイチャーゲー
ム・クイズラリー、またテニス体験教室とテニス⼤会も開か
れるなど、⾊いろな
体験コーナが⽤意さ
れていました。模擬
店も「まきまきパン
作り」など⼈気があ
り⻑い⾏列になって
いました。昨年の⼊
場者2,361⼈よりさ

らに増えた今年の⼊場者数2,927⼈の親⼦づれをささえたのが当⽇参
加の16の協⼒団体でした。 

今年は４⽉23⽇（⼟）、24⽇（⽇）２⽇間の開催となりまし
た。２３⽇は狭⼭池にはラバーダックも花を添えて祭りの雰囲
気は最⾼潮です。途中、吹奏楽連盟のブラスバンドの⾏進もあ
りましたが、⼣⽅から⼩⾬と気温もさがり少し寒いなか予定通
り灯⽕輪をおこないました。午後７時に点灯開始し８時の花⽕
までの間、狭⼭池に灯⽕の輪がつながりました。翌２４⽇は天
気も回復し、模擬店や、フリ―マーケットも賑わいました。ま
たスタンプラリーも多数の参加で⼈気でした。運営テントでは
落とし物や迷⼦の対応などで、多忙を極めました。終了後は狭
⼭池祭り実⾏委員会のメンバーが各運営テントで出たゴミを回
収しておりました。主催者発表の祭りへの参加者は２⽇間で
56,000⼈でした。 

4⽉17⽇（⽇）に狭⼭中学校区円卓会
議では第2回さやりんフェスティバルが
開催されました。⼤阪狭⼭市出⾝の⽣
化学者の柏崎⽞伍さんのピアノソロの
演奏から始まり、華麗なダンス、⾳
楽、歌謡等20団体の多彩な演技が繰り
広げられました。最後は会場全員で震
災応援歌『花が咲く』を合唱して締め
くくりました。⼀⽅、展⽰会場では校
区内の居住者の作品、絵画10点、書道
5点、布押絵1点、布絵本1点、陶芸品10点、⼿造りアクセサリー3点、動物を描いた⽯ころアートの数々や当市
狭⼭池築造1400年記念郵趣切⼿作品集［パネル］等多くの作品が並び地元には多才な⼈達がいることを再認識し
感動しました。当⽇の参加者は全部で1,758名で⼤盛況でした。そしてこの⽇は熊本⼤震災の本震の直後でした
ので、合わせて募⾦活動を⾏いたくさんの⼈達にご協⼒して頂き有り難うございました。当⽇集まった募⾦は義
援⾦として東⽇本⼤震災被災地へ（23,204円）熊本地震被災地へ（108,912円）寄付されました。 



-3- 

 

池の駅プロジェクトさやま  

⼤阪狭⼭東ミニバスケットボールクラブ 
今回は学校体育施設開放事業利⽤登録団体の紹介です。⼤阪
狭⼭東ミニバスケットボールクラブは、⼤阪狭⼭市⽴東⼩学
校・北⼩学校の⼩学⽣を対象としたミニバスケットボール
チームです。 おもに東⼩の体育館で基本を⼤切に練習し、選
⼿、コーチそして保護者が⼀体となって活動しています。現
在参加メンバーは男⼦15名、⼥⼦11名です。サポートするメ
ンバーも吉岡ヘッドコーチとサブコーチ含め9名で毎週⽉・
⽊・⾦・⽇の練習と公式戦が年4回あり、練習試合を⽉2回消
化しています。平⽇は午後5時〜7時まで⽇曜⽇は午前9時〜
午後4時まで練習しています。取材の⽇も体幹を鍛えながら
バスケットボールができる基本の動作ができるメニューの練
習に⼗分の時間をさいて取り組んでいました。 
 男 ⼥ともメンバーを募集してます。 

 いつでも⾒学および練習に参加できます。 興味をお持ちの⽅はお気軽に連絡ください。 
 問い合わせ︓男⼦の場合︓080-3890-3346（国本さん）、⼥⼦の場合︓090-7344-6087（荒井さん）  

春蘭を盗まないで〜あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会〜  

連休最終⽇の5⽉8⽇(⽇）に狭⼭池北堤で陶器市や
アートクラフト市、スケッチ⼤会、アートワーク
ショップが開催されました。 
狭⼭池築造1400年記念事業実⾏委員会の「池の駅
プロジェクト狭⼭」のメンバーが企画したもので
す。オープニングイベントではさやりんと⼤阪府の
マスコットもずやんも参加し会場を盛り上げまし
た。つづいて津軽三味線「笑⾵会」による軽快な三
味線の演奏ではじまりです。池の駅プロジェクトの
メンバーは⽇ごろさまざまな活躍しているメンバー
の⽅たちでした。今回は1400年記念事業として取
り組まれましたが、来年もこの事業が継続していり
ことを期待しています。 

堺市と⼤阪狭⼭市の境にある陶器⼭で春の訪れを告げ
るラン科の植物「春蘭」が２年続けて計３０株以上盗
掘されました。毎年数えるほどしか花が咲かず根こそ
ぎ取られると群⽣地が破壊されかねません。危機感を
抱いた「あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会」が市役
所と連携して⾃⽣地付近に⼤阪狭⼭市作成の看板を⽴
て採取をしない様に呼び掛けています。かっては絶滅
危惧種のラン科「キンラン」も⾃⽣していたが盗掘な
どで今はほぼ姿を消しています。守る会のメンバーの
「⼤原さんは歩道沿いの草花は皆で楽しむもの根こそ
ぎもっていくと⾃⽣地が全滅してしまうことを、強く
⾃覚してほしい」と呼びかけていました。 
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三中円卓会議から 
 
夏祭りを開催します。 
 
と き︓8⽉27⽇（⼟） 
ところ︓場所︓市⽴⻄⼩学校 
⾳頭とりによる盆踊りや模擬店
が出店します。 

南中円卓会議から 
 
★絵画教室を開催します。 
 と き︓平成28年8⽉11⽇（祝）午前9時〜12時 
 ところ︓市⽴コミュニティーセンター 
★親⼦⼯作教室を開催します。 
 と き︓平成28年８⽉21⽇（⽇）午前９時〜12時 
     午後１時〜4時まで 
   ところ︓市⽴コミュニティーセンター 
＊上記⽇程は予定です。 

第９回市⺠活動団体交流会 〜⼈⼝ビジョン・総合戦略を考えよう〜   

市⺠活動⽀援センターでは、市内で活動する市⺠団体
が交流し、親睦を深め、相互の連携を深められるよう
交流会を開催しています。 
今回は、⼤阪狭⼭市がこのほど策定した「総合戦略」
と「⼈⼝ビジョン」について考えます。前段では、市
の政策調整室企画グループの⽥中課⻑に⼆つのプラン
の概要を聞き、その後参加者を交え両プランについて
意⾒を交換します。 
まちづくりに関⼼のある⼈はどなたでも参加できま
す。 
●とき︓６⽉24⽇（⾦）午後2時〜4時  
    受付は午後1時30分から 
●ところ︓市⺠活動⽀援センター（市役所南館） 
     ２階講堂 
●参加費︓⼀⼈200円 

●申込み・問い合わせ︓市⺠活動⽀援センター 
●申し込み受け付け︓6⽉20⽇まで 
 

第12期まちづくり⼤学は9⽉開講です。 
これからのまちづくりは市⺠参加による⾏政との協 
働活動が重要です。そのため、市⺠が⾏政の現状を良
く知り、地域での課題を⾏政と共有し、市⺠⼒を発揮
するとともに協働して⾏く事が必要になります。 
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。受講申込をお待ちしてます。 
募集の詳細は７⽉の市の広報をご覧ください。  
■開講⽇時 
 平成２８年９⽉３⽇(⼟）〜12⽉17⽇（⼟） 
 原則は⼟曜⽇午前9時30分〜11時30分まで 
 ＊プログラムによりこの限りではありません。 
■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 
 各コースとも受講期間は約1ケ⽉間（6回）です。 
■募集⼈数 A/B/Cの３コースそれぞれ２０⼈ 

■受講料  １コース500円（資料代） 
 

まちづくり⼤学公開講座開催 

演題「⼤阪狭⼭市総合戦略」 
〜⽣涯住み続けたいまち⼤阪狭⼭市を⽬指して〜 
と き︓平成２８年９⽉１０⽇（⼟） 
      開演：午後２時～３時３０分 
ところ：SAYAKAホール ２F 大会議室 
定 員：９０名（先着順） 
参加費：無料 
講 師：上甫木 昭春さん（大阪府立大学 教授） 
申込：市民活動支援センターまで 
   氏名・ふりがな・電話番号・住所・メールアドレス記入 
   の上 FAX・メールなどで連絡をお願いします。 
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第３回 狭⼭池の恵みは、百⾆⿃古墳群をうるおす。
開催⽇７⽉２３⽇（⼟）集合場所南海⾼野線北野⽥駅
（⻄⼝）午前9時30分集合 
コース︓北野⽥駅スタート▶⻄除川を北野⽥井関▶ 
⽇置今池・灰原池・⼤津池・信濃池・芦ケ池▶ 
仁徳天皇陵▶三国ヶ丘駅（４時予定）全⾏程12Km 
ハガキ申し込み期間︓6⽉16⽇（⽊）〜7⽉16⽇
（⼟）まで  
第４回 恵みと氾濫の川、⻄除川を⼤和川まで 
 開催⽇︓９⽉１０⽇（⼟）集合場所南海⾼野線萩原 

 天神駅午前9時30分集合 
コース︓萩原天神駅スタート▶法雲寺▶⽵内街道・⻄
除川▶布忍神社▶今池⽔みらい緑地広場▶浅⾹⼭駅
（４時３０分予定）全⾏程14Km 
ハガキ申し込み期間︓８⽉３⽇〜９⽉３⽇（⼟）まで 
第3回・第4回の申し込み先︓〒590-0077堺市堺区中
⽡町２丁⽬3-30 NPO法⼈堺観光ボランティア協会 
今回のリレ―ガイドは6回のシリーズです最終回の6回
⽬は12⽉10⽇当市団体のさやか観光会が担当します。 
 

第16回講演会を開催します。 
平成28年7⽉23⽇（⽇）にさやまラウンドでは「くらしと微⽣物」の課題で講演会を開催します。 
微⽣物といえば、⾷品の腐敗、⾷中毒、病気、アレルギーなどといっ 
た悪い⾯が強調されがちですが、本当はこのような悪⽟菌よりヒトの 
暮らしに役⽴つ善⽟菌の⽅がはるかに多いのです。私たちの暮らしを 
豊かにしてくれている微⽣物の働きについて紹介します。 
●と き︓平成28年7⽉23⽇（⼟）開場1時30分            
     講演2時〜3時30分 
●ところ︓SAYAKAホール ⼤会議室 
●定 員︓90名 先着順 
●参加費︓無料（但し要予約） 
●申込⽅法︓ホームページまたはメール・FAXで 
 お名前（ふりがな）、電話番号、メールアドレスl、郵便番号、参加⼈数 
を記載の上、狭⼭中校区まちづくり円卓会議事務局まで申込みくださ
い。 
FAX︓072-366-8545、メール:sayamaround@sayamachuentaku.net 
ホームページ︓http://www.sayamachuentaku.net/ 
●受 付︓6⽉15⽇（⽔）〜7⽉21⽇（⽊）まで 
●定員を超えた場合は申込者に連絡します。      

狭⼭池築造1400年記念リレーガイドウォーク 

触れよう︕世界の最先端の科学技術     詳細は7⽉市広報で 

⼤阪狭⼭市在住の⼤阪府⽴⼤学の先⽣⽅が「⼤阪狭⼭
市からノーベル賞輩出プロジェクト」事業として協⼒
してくださり、平成26年から開催している事業です。
世界の最先端の科学技術に触れることで、科学の素晴
らしさを実感し、興味を持ってもらうことを⽬的とし
ています。今年も下記の要領で開催いたしますので、
奮ってご参加ください。 
内容︓海の不思議、低温・超伝導・磁⽯、光る⾊の 
    付く材料、太陽・燃料・熱電電池など 
講師︓⼤阪府⽴⼤学 有⾺正和、野⼝ 悟、 
    成澤 雅紀、津久井茂樹（敬称略） 
⽇時︓平成28(2016)年8⽉3⽇(⽔)、4⽇(⽊) 
   午前9時30分〜11時30分／午後2時〜４時 
場所︓社会教育センター（茱萸⽊2―306―4） 

主催︓市⽴公⺠館、 
（共催︓社会教育センター 協⼒︓ポチ倶楽部） 

講師︓川⼝剛司教授         
⼤阪府⽴⼤学 地域連携研究機構 



-6- 

 

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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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 

新しいスタッフを紹介します ⽀援センターで 
ミニワークサロンを開催します 

6⽉24⽇（⾦）広告チラシでカゴを作ろう︕ 

下記⽇程も広告チラシでカゴを作ろうですが 

7⽉29⽇（⾦）夏休みお⼦様と⼀緒に 

8⽉26⽇（⾦）夏休みお⼦様と⼀緒に 

いずれも午後2時〜3時30分まで 

参加費︓100円。 

問合せ︓当センターまで（☎366-4664） 

編集後記 

狭⼭池に浮かぶ「ラバーダック」、ご覧になった⼈
もいることと思います。この展⽰については様々な
声があります。 
今回の展⽰は、所有者の千島⼟地株式会社から作品
を借りて、展⽰するための⽅法を検討するための調
査から始まり、その運搬、設置を含め3千万円余りが
⽀出され、そのうち２千７百万円は国の交付⾦が充
てられています。 
レンタル料が⾼額だと⾔う向きもありますが、実際
は、設置・解体に使⽤する巨⼤なクレーンの費⽤な
どが⼤半です。 
これまでの中之島周辺や尾道での展⽰では曳航費だ
けで済んだのですが、陸上を輸送しての内⽔⾯での
展⽰は初めての取り組みでした。 
展⽰途中、強⾵のため損傷を受けたアヒルでした
が、2度とも修復され、その費⽤も保険適⽤となりま
した。ラバーダックは「狭⼭池築造1400年」の発信
に効果を収められるか、今後の展開も期待します。
（K) 

みなさんの活動・情報をこの紙⾯で 
紹介しませんか 

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。 

 

中澤真理⼦ 
総務担当 

 

橋本巌 
VIC担当 

⼭上紀⼦ 
VIC担当 

岡本佳久 
VIC担当 

⽇野幸⼈ 
VIC担当 

市⺠活動⽀援センターでは21名
の体制で運営をしております。 


