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第12期 まちづくり⼤学公開講座開催します 

メンバーの⼀⼈が⺟の介護を経験し、障がいを負っている
⼈が⽇常⽣活を⾃分でできる様に⼯夫した道具の必要性を
痛感して16年前に始めたグループです。⾃助具は⼀つひと
つ⼿作りで、加⼯は福祉センターの⼯作室に備え付けの⼯
具を利⽤し、加⼯はほぼここで可能です。例会は毎⽉第⼀
⼟曜⽇9時30分から２時間。製作は福祉センターが休館する
第２・４⼟⽇以外の曜⽇を充てています。 

⾷事・家事・⾝だしなみからコミュニケーションなど⽣活に必要な⼿作り道具を必要な⼈
は、⼤阪狭⼭市ボランティアセンターに相談してください。また、現在メンバーを募集中
で、年齢、資格は問いません。福祉に関⼼ある⼈、⽇曜⼤⼯や⼿芸が趣味・得意な⼈⼤歓迎
です。 問合せ︓社会福祉協議会ボランティアセンター(072-367-6601） 

第12期「まちづくり⼤学」が９⽉３⽇(⼟）から開講しま
す。52⼈の受講⽣が、12⽉17⽇(⼟）までの間、概ね毎週⼟
曜⽇、市役所南館講堂で学習します。 
このうち、９⽉10⽇(⼟）に開催する公開講座は受講⽣のほ
か⼀般の⽅も参加可能で申し込みを受け付け中です。この公
開講座は、このほど策定された市の「⼈⼝ビジョン」と、そ
れに基づく「総合戦略」について、その策定委員会の委員⻑
を務めた、⼤阪府⽴⼤学の上甫⽊昭春教授に「⽣涯住み続け
たいまち⼤阪狭⼭市をめざして」と題して講義いただきま
す。 
総合戦略の概要やその施策の推進にあたり、市⺠や⾏政への
⾟⼝の注⽂も率直にいただける機会になります。 
 

まちづくり⼤学は、A︓⼤阪狭⼭市を知るコース、
B︓市⺠によるまちづくりコース、C︓ボランティ
ア体験コースからなる３コース選択制をとっていま
す。各コースの定員は20名の少⼈数制で、講座形
式の座学に加え、施設⾒学や受講者参加型のワーク
ショップ、さらにボランティア体験など実践的なカ
リキュラムを⽤意しています。会場は市役所南館講
堂で、施設⾒学などは現地集合になります。 
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第9回活動分野別市⺠団体交流会〜まちづくり分野団体編〜 

南中円卓 恒例の「夏休み親⼦教室」開催 

狭⼭中円卓講演会「くらしと微⽣物のテーマ」 
狭⼭中学校区まちづくり円卓会議が、7⽉23⽇(⼟）
SAYAKAホール⼤会議室で⼤阪府⽴⼤学の川⼝剛司教授
を招き、「くらしと微⽣物」のテーマで講演会を開き、
43⼈が参加しました。 
さやまラウンド第16回講演会で、微⽣物の⼤きさやその
⽣息数。また、⼈の体には多くの微⽣物が⽣息していて
わたしたちと共⽣していることなど⾝近な話から、微⽣
物はあらゆる環境に⽣息しているが⼈⼝的に作り出すこ
とはまだできないなど多彩な話題が⽰されました。 
また微⽣物の利⽤は、⾷品分野では発酵・醸造・そのま
ま⾷品として利⽤の⽅法や環境浄化では微⽣物による環
境修復など、⼯業分野でアミノ酸・酵素・エネルギー製
造など。医療分野では抗⽣物質・ビタミン剤・ワクチン
の製造。その他鉱業や農業分野でも幅広い利⽤の紹介が
あり、参加者は微⽣物の広範囲な活⽤に感⼼している様⼦でした。 

南中学校区円卓会議が、「夏休み親⼦教室」をコミュニティセ
ンターで開きました。 
第１弾が、８⽉11⽇(祝・⽊）の絵画教室。午前９時から地域
の⼩学⽣24⼈が参加。⼤きな和紙に墨を使って、お地蔵様を
描きました。元⻄⼩学校の校⻑で⼤阪芸術⼤学の⾞⾕哲明教授
を講師に、帝塚⼭学院⼤学の学⽣ボランティア９⼈がサポート
を担いました。 
昔話の「かさじぞう」のスライドとおはなしでイメージを膨ら
ませ、⽤意されたスポンジや刷⽑の使い⽅の練習から始まり、
思い思いのお地蔵さまが出来上がりました。 
第２弾は、８⽉21⽇(⽇）に親⼦⼯作教室。午前10時からと午
後1時からの２回開催に、66⼈の⼦どもが参加、貯⾦箱やイスなどの⼯作に取り組みました。 

市⺠活動団体交流会を6⽉24⽇(⾦)市役所南館で開催しま
した。今回は、地域のまちづくり分野で活動する団体に集
まっていただきました。18団体30⼈が参加。交流に先⽴
ち、市役所の政策調整室⽥中次⻑が「⽣涯住み続けたいま
ち⼤阪狭⼭市をめざして」として基調講演、「⼤阪狭⼭市
⼈⼝ビジョン」について話題提供。ここでは、市の⼈⼝は
平成22年の58,227⼈をピークに平成54年では48,741⼈
まで減少し、さらに65歳以上の⽼年者は平成52年に39％
を占めるなどの推計を報告しました。 
その後、３班に分かれて各団体としてどんなことができる
かを話合い、その内容をまとめて班ごとに発表し、全体で
共有しました。 
この交流会の内容は市⺠活動⽀援センターのホームページ
に掲載しています。http://osakasayama-sc.jp 
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楽しく知ろう♪⾷事の⼯夫・治療のヒント講座 

かがく実験で未来のノーベルかがく賞︕ 
市⽴公⺠館の「⻘少年セミナー」として、今年で３
回⽬の講座。今年は、８⽉３⽇(⽔）４⽇(⽊）の２
⽇間にわたり、４つの科学実験を⼤阪府⽴⼤学の先
⽣を講師に開催。初⽇は、⼯学研究科の津久井先⽣
が⼩学４・５・６年⽣の児童に新電池三兄弟(太
陽・燃料・熱電電池）の最先端の話を解りやすく講
義しました。太陽電池では、光の⼊射⾓による発電
効率の変化を調べ、⽔をつかって⽔素を発⽣させる
⼩型のモジュールを利⽤した燃料電池の概念の学習
に続いて、これを利⽤して模型⾃動⾞を動かす実験
など⼤⼈でも興味が持てる実験が続きました。最後に熱発電素⼦と熱発電の電圧確認測定⽤のメータをお⼟産に
いただき、「夏休みの⾃由研究の実験ができる」と⼦ども達も⼤喜びの講座になりました。参加した⼦どもは23
⼈で、実験の終わった後は調理室でスイカの差し⼊れをみんなでいただきました。３⽇の午後は顕微鏡で⾒るミ
クロの世界(⾊彩と結晶）、４⽇午前はリニアの世界・超電動・磁⽯の不思議、午後は海中ロボットが⾒守る海の
健康の話でした。来年は医療関係も含めた５科⽬の講座になるとか今から楽しみな講座になりそうです。 

⼈と防災未来センターへ⾒学会 (狭⼭中円卓会議） 

「⼤阪狭⼭⾷物アレルギー・アトピーサークルsmile・
smile」が、⼩児アレルギーエデュケーターで管理栄養⼠の
⻑⾕川実穂さんを講師に迎え、８⽉9⽇ (⽕) 市⽴公⺠館・
多⽬的室で講座を開きました。 
「毎⽇の⾷事をより楽しめるための講座」として⾷物アレ
ルギーで悩む⼈を対象に開催。市販の商品を使って楽しめ
る⾷事の⼯夫と献⽴の紹介とともに、負荷治療について
は、加熱度合や加⼯品の利⽤をどのような順序やタイミン
グで進めるのか、またアレルゲンのタンパクは加熱するこ
とでどう変化するか。また学校給⾷についても、事故を防
ぐために、本⼈や保護者が気をつけることなど具体的に説
明がありました。参加者は35グループ66⼈で、みなさん真
剣な⾯持ちで話を聞きいていました。 
レシピ本やアレルギー対策の⾷品サンプルなどが配布され、これからの⾷事や治療意欲が更に⾼まる講座でした。

狭⼭中学校区まちづくり円卓会議では6⽉26⽇(⽇）神⼾の
阪神・淡路⼤震記念「⼈と防災未来センター」を⾒学し改
めて地震の恐ろしさとその時の経験をおもいだされまし
た。⻄館４階の震災追体験フロアの「1.17シアター」では
阪神淡路⼤震災の地震破壊のすさまじさを⼤型映像で体感
した後に、震災直後のまち並みをジオラマ模型でリアルに
体験しました。３階ではマグニチュードと地震エネルギー
の違いなどボランティアスタッフの話を聞き２階では防
災・減災体験フロアを経て１階フロアでは語り部の⽅から
実体験の話を聞きました。⻄宮市の職員として避難所にな
る学校の体育館での初期の様⼦、⽔の確保の⼤事さを学び
ました。⽇本の場合地震や津波などいつ起きてもおかしく
ないなかにあり⽇ごろの準備と地域のなかでの繋がりが⼤
事なことではないでしょうか。 
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「⾷」のボランティア始めませんか        
      〜⾷⽣活改善推進員養成講座〜 
⾷⽣活改善推進員は、「⾷」を通じたボランティ
ア活動を⾏っています。⾷べることやお料理に興
味のある⽅、養成講座に参加してみませんか。全
て講座を受講すると、⾷⽣活改善推進員の資格を
取得できます。 
ところ︓⼤阪狭⼭市⽴保健センター 
定 員︓20⼈(先着順） 
費 ⽤︓2,200円 (テキスト代、調理実習代） 
問合せ︓072-367-1300(岩根・⽥中）                             

 第10回市⺠活動団体交流会 

市⺠活動⽀援センターでは9⽉22⽇(祝）に市⺠活動団体交流会を開催します。今回は
⼦どもの健全育成・教育関係の団体を主に呼びかけております。 
基調講演は市役所こども政策部次⻑兼保育・教育グループ課⻑の松本⽒に新幼保連携
推進計画などについて説明いただきます。 
 
と き︓9⽉22⽇(祝）受付午後１時３０分から 開場︓午後２時〜４時 
ところ︓市⺠活動⽀援センター ２F 講堂 (市役所南館） 
参加費︓お⼀⼈ 200円 
 
基調講演の後は、団体としてまた市⺠として住み続けたいまちにするためには、私た
ちに、何ができるか話し合います。団体交流会としていますが、関⼼のある⽅はどな
たでも参加できます。 

            問合せ︓市⺠活動⽀援センターまで 

⼦育て講座 “親⼦で楽しく体験しよう︕︕” 

親⼦で楽しく創作活動やレクレーションなど体験してみませんか︖︖ 
⼦どもと⼀緒に体験をすることで、スキンシップをとることができ、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≫いずれも時間は午前10時〜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︓⼀⼈につき200円(同伴の⼦ども1⼈100円） 
定 員︓20組 申込・問合せは︓⼤阪狭⼭市⽴⼦育て⽀援センター“ぽっぽえん” (電話︓360-0022） 

企画・運営︓⼤阪狭⼭市ボランティアグループ連絡会  

第1回  平成28年8⽉27⽇(⼟） “つながりあそびを楽しもう” 講師︓ジュニアボランティアツボミ 

第2回 平成28年9⽉  3⽇(⼟） “クラフトを楽しもう” 講師︓メンズボランティア さやま 

第3回 平成28年9⽉10⽇(⼟） “しぜんを楽しもう” 講師︓環境学習⽀援倶楽部 さやま 

第4回 平成28年9⽉24⽇(⼟） “おりがみを楽しもう” 講師︓さやまおりがみ倶楽部 

第5回 平成28年10⽉1⽇(⼟） “クッキングを楽しもう” 講師︓つくしの会 

と き 内  容 

  8⽉25⽇(⽊） 開講式健康⽇本21の話 

  9⽉15⽇(⽊） ⾷⽣活改善推進員と調理実習 

10⽉14⽇(⾦） ⾷中毒の知識と予防・⾷品表⽰の⾒⽅ 

11⽉17⽇(⽊） ⾷⽣活改善推進員と調理実習 

12⽉  8⽇(⽊） ⻭と健康について・ライフスタイルに合わせた⾷事 

  1⽉26⽇(⽊） ⾷⽣活改善推進協議会の活動報告・修了式 

  運動実習 保健センターの教室から1⽇選んで参加をお願いします 
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第5回 ⼤和川付け替えと幻の依網池を訪ねて。 
開催⽇11⽉19⽇(⼟）集合場所︓近鉄南⼤阪線天美駅
(東⼝）午前9時30分集合 
コース︓天美駅スタート▶天⿇美許曾神社▶⼤和川堤
防▶依網池跡碑▶⼤依羅神社▶あびこ観⾳▶⻑居公園
▶磯⻭津路▶住吉津推定地▶住𠮷⼤社(15︓30予定）
全⾏程10Km 
ハガキ申し込み期間︓10⽉12⽇(⽕）〜11⽉12⽇(⼟)
まで  

第6回 終章、再び狭⼭池へ 
開催⽇︓12⽉１０⽇(⼟）集合場所︓南海⾼野線⼤阪
狭⼭市駅午前9時30分集合 
コース︓⼤阪狭⼭市駅市庁舎スタート▶報恩寺▶狭⼭
中学校横東除川沿い▶煉⽡造りの暗渠めぐり▶狭⼭池
(15:00予定）全⾏程7Km 
第5回の申込み先︓〒558-0032⼤阪市住吉区遠⾥⼩野
5-15-18吉⽥⽅ すみよし歴史案内⼈の会 
第6回の申込み先︓〒589-0005 ⼤阪狭⼭市狭⼭1-

第17回講演会を開催します 

さやまラウンドでは「眠りを科学する」のタイトルで講演会を開催します。 
適度な睡眠は健康な⽣活の必要条件ですが、⽇本⼈は乳幼児から⽼⼈に⾄るまで世界で最も睡眠時間の短い国⺠
です。しかし、睡眠不⾜は私たちの⽇常の集中⼒や創造⼒の低下、仕事の能率低下、事故、さらには⽣活習慣病
などにつながります。厚⽣労働省は最近、「健康づくりのための睡眠指針2014」を発表し、国⺠に広く「睡眠の
質」の向上について喚起しています。 
●と き︓平成28年10⽉8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）、電話番号かE-mail、〒番号、参加⼈数 
を記載の上、狭⼭中学校区まちづくり円卓会議事務局まで申込ください。 
●受 付︓9⽉8⽇(⽊）〜10⽉6⽇(⽊）まで 
●定員達し、受け⼊れ出来ない場合は申込者に連絡します  
●狭⼭中学校区まちづくり円卓会議 事務局(さやまラウンド） 
 ・FAX︓072-366-8545  
 ・メールアドレス︓sayamatround＠sayamachuentaku.net 

狭⼭池築造1400年記念リレーガイドウォーク 

⼤阪狭⼭混声合唱団第10回定期演奏会のご案内 

⼤阪狭⼭混声合唱団が10⽉10⽇の定期演奏会に向け練習に励んでいます。 
皆さんお馴染みの歌の数々また気鋭の作曲家信⻑貴富⽒の歌を披露します。 
●と き︓10⽉10⽇(祝）開場午後1時 
     開演︓午後2時〜４時半頃 
●ところ︓SAYAKAホール⼤ホール 
●プログラム  
   1部︓懐かしき商家の世界 
   2部︓男声合唱・⼥声合唱・少年少⼥の歌声そしてみんなで  
   3部︓混声合唱とピアノのための「初⼼のうた」 
●⼊場料︓無料 当⽇正午0時から２階ホール窓⼝で⼊場整理券をお渡しします。 
     尚１階席は全席指定でご希望者には⼊⼝前にて指定券を交付致します。 
     ２階席は⾃由席です。満員になりましたらお断りする場合があります。 
●問合せ︓塚⽥(090-2614-0112）、仙⽥(090-1716-7131） 

講師︓浅⽥ 博さん 
     ⼤阪府⽴⼤学  
     ⾼等教育推進部⾨ 准教授 

練習風景 
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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 

 協働事業提案募集         
〜市⺠との協働によるまちづく推進のために〜 

⽀援センターで 
ミニワークサロンを開催します 

「新聞紙でエコバッグつくり ︕」 
英字新聞紙でおしゃれな紙のバッグつくり。 

野菜や果物など、ちょっとしたものをいれるのに
便利︕毎⽇の暮らしに、メリハリと、楽しさが増
します。 
●9⽉23⽇(⾦）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 

毎⽇、テレビでリオのオリンピックで活躍する⽇本
⼈選⼿の姿をみます。4年に⼀度の機会であるがその
⽬標に向かって各選⼿は努⼒する姿があります。 
志がある⼈は⽬標に向かって努⼒する⼒が⾃然と⽣
まれるのでは。⼩職の場合も地域の活動に参加して
10数年になるがいまだに志は⽣まれて来てないが居
場所づくりにはなっているのではないかと思う。 
地域の活動に参加して思うことはグループの中で活
躍してもらう⼈材のスキルのレベルが異なり仕事の
分散化が難しいことと、後継者を育てることもまま
ならないことが悩みです。この問題を解決しないと
何れ組織は崩壊します。 
解決策はうまれるのか︖、⼈材を育てるためにセン
ターでも「まちづくり⼤学」の運営をしているがこ
ちらへの参加者も毎年集めることに苦労していま
す。少⼦⾼齢化のなかで元気な⾼齢者が地域を育て
サポートする事が益々必要な事だが元気な⾼齢者は
どこにいるのか、志を持たせるキッカケをどうすれ
ば⽣まれる機会になるか⽇々悩める⼄⼥の気持ちで
す。(U） 

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。 

  

  

市では、市⺠や市⺠活動団体との協働を進め、市⺠の意
向が反映された新たなまちづくりをめざしています。
「市が現在担っている事業」、「既存の協働事業に改善
提案・アイデアが注⼊された事業」、「新たな協働事
業」の提案を募集します。提案事業は、市が設置する市
⺠公益活動促進本部で審議のうえ採否を決定し、その結
果を市ホームページなどで公表します。提案の内容や市
の現状などについて事前相談に応じます。対象事業︓次
の要件をすべて満たす事業 ○市内で実施するもの ○
地域課題の解決を図るもの ○具体的な効果や成果が期
待できるもの ○役割分担が明確になっているもの ○
陳情や要望でないもの 応募資格︓市⺠、市内の市⺠活
動団体(社会貢献活動を⾏っている市⺠活動団体・NPO法
⼈・ボランティアグループ）、市内の事業者 申し込
み︓ 市役所市⺠協働・⽣涯学習推進グループへ郵送ま
たは直接。ファクシミリ(366－0051）、電⼦メール
(shimin-kyodo@city.osakasayama.osaka.jp）も可。
様式は市ホームページからもダウンロードできます。 

※９⽉16⽇(⾦）〜10⽉７⽇(⾦）(必着）  

問い合わせ︓市⺠協働・⽣涯学習推進グループ 


