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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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2016年12月 

 
陶器⼭の⾃然 

 

シメ 
                       
 

情報提供 
あまの街道と 

陶器⼭の⾃然を守る会 

さやりん 

第10回 市⺠活動団体交流会 

もちつき隊たちあげま〜す。隊員⼤募集︕︕ 
と呼びかけたのが9⽉２⽇の事でした。平成
２８年度⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進補助事
業としてたちあげたのでした。今、⽇本の伝
統⽂化“餅つき”⾵景が珍しくなってきていま
す…。杵つき餅のおいしさ、搗く楽しさを⼦
供たちに残したい︕ 私達が伝えないと廃れ
てしまうものの1つだと思います。邪魔くさ
いことも⼤切。⼦供に教えるための餅つきし
ま し ょ︕平 成28年11⽉5⽇、6⽇ の ２ ⽇ 間
「はばたきフェスタ」に「漢の料理クラブ」
のコラボ企画として参加させていただく事に
なりました。もちつき隊デビューです。杵、

⾅、セイロ、等の機材は全部お借りして、糯
⽶、もち取り粉などの材料を買い揃えてのデ
ビューで、⼦供⽤の杵も⽤意し餅つき体験も
して貰いました。餅つきに合わせて「どっこ
いしょ」「よいしょ︕よいしょ︕」の掛声に
笑顔が弾け優しい空気感に包まれる場になり
ました。11時30分から１時間ごとに３うす
つきました。盛況でつきあがるのを並んで
待って貰う程で、概ね満⾜のいくものになり
ました。反省点、改良点も⾒つかり意義のあ
る初餅つきだったと思っています。 
 
問合せ︓090-9719-2121（⾕上さん） 

9⽉22⽇（⽊・祝）市⺠活動⽀援センター講堂で、市⺠活動
団体交流会を開きました。 
この交流会は、「しみんのちから」に登録している団体の中
から“⼦どもの健全育成・教育”に関係している団体に呼びか
け、意⾒交換と交流を⽬的に⾏いました。 
最初に、⼤阪狭⼭市教育委員会こども政策部松本次⻑が「幼
保連携推進計画ってなに︖」の講話をしました。市では、少
⼦化や家庭・地域における⼦育て⼒の低下などの問題を克服
するために、教育・保育施設の整備、保育ニーズに応じた保
育体制の整備、質の⾼い教育・保育の提供や⼦育て⽀援拠点
施設の配置などを課題としています。具体的には、市⽴幼稚
園の再編をし、さらに⼦育て⽀援拠点として「わんぱくプラ

ザ」「ぽっぽえん」「ファンズガーデン」などを配
置しています。その後、参加した１２団体２２名が
２班に分かれてグループワークを⾏いました。 
講話を聴いての感想ですが、現在の⼤阪狭⼭市の⼦
育て施策が⼤変よく理解できたとのことでした。そ
のあと、「⽣涯住み続けたいまち⼤阪狭⼭をめざし
て」については、住環境の良さを維持しつつ狭⼭の
魅⼒をさらに伸ばし、若者を呼び寄せるだけでなく
育成する施設を充実すべきであるなどの多くの意⾒
が出されました。 
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もぐらのサラダアートフェステバル  

第17回狭⼭中円卓会議講演会 「眠りの科学」 

プルトップ部会メンバー募集＆プルトップ募集中 
平成17年からスタートした「プルトップを集めて⾞いすを
贈る」の活動も10年を超え、今年7⽉で23台⽬を「たんぽ
ぽの丘」に寄贈されました。1台の⾞いすに交換するに
は、約700Kgものプルトップが必要で、その仕分けや計
量、袋詰めなどの作業が必要です。活動は毎⽉第3⽕曜⽇
の午前9時30分から2時間ぐらいの作業ですがお⼿伝いす
るかた募集中です。軽作業や仕分けくらいなら⼿伝えるか
も、⽉1回なら参加できる等どのような形でも構いませ
ん。またプルトップ⾃体もまだ収集しています。ボラン
ティアセンターまで気軽にお問合せください。 
11⽉15⽇も3名の⽅が参加されていました。今後の定例会
は12⽉13⽇（⽕）、１⽉17⽇（⽕）、2⽉21⽇〈⽕） 
問合せ︓⼤阪狭⼭市ボランティアセンター 
（電話︓367-6601） 
 

10⽉8⽇（⼟）にSAYAKAホール⼤会議室で⼤阪府⽴⼤の准
教授 浅⽥博さんに眠りの科学として「より良き眠りのため
の睡眠12か条」を聞きました。世界のなかでも⽇本⼈の平
均睡眠時間は7時間で、他国と⽐べると短い。年とともに短
くなる。①より良い睡眠とは睡眠時間の⻑さでなく質が⼤事
なこと、②適度に昼寝し夜寝るまではしっかり覚醒すること
が⼤事こと③快眠の秘訣は太陽光にあり、④起床時と就寝の
リズムを作ることが⼤事なことなど、より良い睡眠法を聞き
ました。当⽇は地⾞まつりの⾏事と重なりましたが58名の
⽅が参加しました。内訳は校区内51％、校区外49％で⼥性
65％、男性35％の⽐率になります。  

障がいのある⼈もないひとも、いっしょにアートを楽しみましょうと10⽉15
⽇（⼟）、16⽇（⽇）の２⽇間、会場として「障碍者通所施設たんぽぽの
丘」で開催されました。アート作品は習字の作品や陶芸作品などが展⽰されて
いました。室内では出演者による歌と演奏、おもしろ講座のお話や、野外でも
模擬店や歌やおどりなど盛りだくさんのプログラムでした。もぐらのサラダ
アートフェステバル実⾏委員⻑もみずから歌などひき語りの演奏で⼤活躍して
いました。このイベントは⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進補助⾦事業です。 

 

プルトップの異物混⼊の選別作業 
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第6回さやりんピック開催 

副池オアシス公園で遊ぼう 
狭⼭の副池⾃然づくりの会は１7年まえに発⾜して、狭⼭副池の⾃
然回復、オアシス公園の活⽤など取り組んでいます。 
毎⽉第２⼟曜⽇は公園内の作業、第３⼟曜⽇はイベントを開催し
ています。 
10⽉15⽇は副池オアシス公園で遊ぼうをテーマに⾃然の材料で⼯
作を楽しみました。5組ほどの若い親⼦づれの⽅が参加していまし
た。まずは材料になる、ドングリ
や松ぼっくを集め、スタッフの⽅
の指導で皆さん可愛い作品など出
来上がりました。会員登録者は３
０名ほどいますが皆さん⾼齢のた
め実働者は１０名程度です。⾃然

環境の保護に関⼼のある⽅はぜひ参加を求めています。 
   問合せ︓岡⽥さん 携帯︓090-1023-3529 
   メール︓takuji_shizen@natural.zaq.jp 

⼤阪狭⼭混声合唱団第10回定期演奏会 

狭⼭中学校区まちづくり円卓会議では11⽉13⽇(⽇）に
第6回さやりんピックを開催しました。天候にもめぐまれ
会場であるさやか公園には10時の開始前から競技受付に
は⻑蛇の列が出来ていました。ラジオ体操でスタート
し、担架作成・搬送ゲーム、アメすくい競争、⼤声コン
テスト、パン⾷い競争や⾃治会やＰＴＡなどの団体対抗

の⽔バケツリレー、
⽟ ⼊ れ と 続 き ま し
た。昼休憩時には狭
⼭中学校吹奏学部の
演 奏 も あ り ⼤ 勢 の
⼈々が楽しみました。各種団体の協⼒で模擬店もたくさん出店。古川市⻑も
競技に参加。閉会式で賛辞をおくりました。当⽇の参加者は3000⼈を超え⼤
盛況のうちに終了しました。 

10⽉10⽇（祝）SAYAKA
ホールの演奏会では⼤阪狭
⼭少年少⼥合唱団と合同演
奏されました。第1部「唱
歌で紡ぐ⽇本の四季」では
親 し み や す い 曲 を 第2部
「男声合唱 ⼥声合唱  児童
合唱の楽しみ」では会場の
皆さんとの合唱の曲もあり
ました。第３部混声合唱と

ピアノのための「初⼼のうた」が披露されました。出演されたメンバー77名のハーモニーはすばらしく感銘をう
けました。さやこんは設⽴21周年を迎えて今年は⼤阪クリスチャンセンターでのニューイヤーコンサートを⽪切
りにラトビアのリガ室内合唱団とのジョイント、⼤阪狭⼭市主催「さやま池築造1400年」記念式典への参加、
⼤阪府合唱祭、⼤阪狭⼭市合唱祭への出場など意欲的に活動しております。 
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『新春こどもまつり2017』  
市⽴公⺠館では新春こどもまつりを開催します。 
模擬店・遊びのコーナー・ステージでの発表など 
2回の参加団体との打ち合わせでプログラム検討を 
進めています。楽しい催しになるのでとても楽しみで
す。多数ご来場ください。。 

  
と き︓平成29年1⽉8⽇（⽇） 午前10時〜3時30分 
ところ︓市⽴公⺠館 
問合せ︓市⽴公⺠館 
TEL:072-366-0070 FAX︓072-366-0081 

 
                        

 第11回市⺠活動団体交流会 （福祉・医療分野） 

今回の交流会は、福祉・医療分野で活動しておられる団体を主に交流を深
めます。まず、⼤阪狭⼭市から平成29年度から実施される「介護予防・⽇
常⽣活⽀援総合事業」について説明していただきます。そのあと、地域福
祉⽣活⽀援サービスを広げるための⽀援や応援をどうすれば実現できるか
について議論を深めます。また各団体の⽇ごろの活動の状況を共有し、お
互いに困っていること抱えている課題に対する思いや意⾒を出し合いま
す。市⺠活動やボランティアに興味のある⼈は、どなたでも気軽にご参加
できます。 
●と き︓12⽉2⽇（⾦）午後2時〜4時 
●ところ︓市⺠活動⽀援センター2F講堂（⼤阪狭⼭市役所南館） 
●参加費︓お⼀⼈200円 
●申込・問合せ︓市⺠活動⽀援センターVIC 
 電話・FAX︓072-360-1011 
 メール:vic@osakasayama-vic.jp 

第5回 まちづくり活動発表会      

４つの発表団体の取り組み活動に直接ふれまちづくりのパートナ同⼠、お互い
に「できる」ことを考え、更なる「市⺠⼒」の必要性について理解を深めてい
いただきます。 
●今年度の発表団体︓①NPO法⼈ワークレッシュ 
                              ②⻯泉・⾥⼭クラブ  
                              ③まちづくり研究会  
                              ④あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会 
●と き︓平成29年1⽉28⽇（⼟）午後1時〜4時30分 
          （受付開始午後0時30分より） 
●ところ︓SAYAKAホール 2階⼤会議室 
●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                                                                              
メール:simin025@yacht.ocn.ne.jp 
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平成29年3⽉25⽇(⼟）に予定しています第7回「陶器
⼭元気ウォーキング」のコース、集合場所が決まりま
した。（詳細は平成29年2⽉の南中円卓ニュースでお
知らせします） 
◆集合場所︓市⽴南第⼆⼩学校 
◆集合時間︓午前9時（予定） 
◆コース 
・フルコース（5.4Km)︓南第⼆⼩→⻄⼭霊園→⽳地蔵
→天の川⼤塚橋→⼤野中境界→⼤野中配⽔池→ 南第
⼆⼩ 

・ハーフコース（3.6Km)︓南第⼆⼩→⻄⼭霊園→⽳地
蔵→⼤野中境界→⼤野配⽔池→南第⼆⼩ 
・ミニコース（2.7Km)︓南第⼆⼩→⼤野台5・6丁⽬
公園→天野街道→陶器⼭トンネル上休息所（折り返
し） 
 

第18回公演会を開催します「あそびうたライブGO︕︕」 
さやまラウンドでは全国で⼤⼈気「ラーメン体操」の⽣みの親、仙台発遊びうたユニット「あきらちゃん＆コ
ロッケくん」と南⼤阪発の着ぐるみバンド「⾳タネ⼀座」のあそびうたコンサート。こどもおとなも⽣演奏で

歌って踊って笑いあおう︕ファミリーみんなで遊びにきてね︕  
 対象年齢︓⼩学校3年⽣以下のこどもの家族で 
  ●と き︓平成29年1⽉14⽇（⼟）開演午後2時〜3時30分 
       開場午後1時30分より      
  ●ところ︓市⽴東⼩学校 体育館 
  ●定 員︓400名 （事前申し込み先着順） 
  ●参加費︓無料 
  ●持ち物︓上履き 
  ●申込⽅法︓ホームページやメールまたはFAXでお名前（ふりが

な）、電話番号かメールl、郵便番号、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︓12⽉6⽇（⽕）より申し込み受付 
＊定員超え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︓sayamaround＠sayamachuentaku.net 
   ・ホームページ︓http://www.sayamachuentaku.net/ 

南中円卓会議 第7回陶器⼭元気ウォーキング 

⼤阪狭⼭混声合唱団 合唱団員募集 
歌うことは好きだけど、どうしようと迷っている
あなた・・・気軽に練習をのぞきにきてくださ
い。現在の団員数︓男性22名 ⼥性59名合計81
名です。 
 
〇団員募集中です。 
●定例練習⽇︓原則として⽉3回 ⼟曜⽇ 
 午後6時〜9時各パートに別れて譜⾯読みから 

                             丁寧に練習します。 
  ●練習場所︓⼤阪狭⼭市⽴コミュニティセンター 3階 ⾳楽室 他 
  ●会  費︓⼊団費1,000円  
        ⽉例会費︓2,000円(学⽣1,500円)他に楽譜代実費、演奏会⽤⾐装代など必要   
  ●ブログ ︓「さやこん⽇記」 http:ameblo.jp/sayakon-sayama/ 
  ●問い合わせ︓塚⽥さん（090-2614-0112） 仙⽥さん（090-1716-7131） 
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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 
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 

 貸事務室の利⽤を希望する市⺠公益 
 活動団体を募集します。 

⽀援センターで 
ミニワークサロンを開催します 

「広告チラシでカゴ作り ︕」 
広告チラシでおしゃれなカゴ作り。 

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。 
●12⽉16⽇（⾦）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 

すっかり寒くなってきましたね。体調を崩されていませ
んか︖毎年冬になると⾵邪症状も⽬⽴つようになり、特
にこれからの季節は⼿洗いうがいの励⾏やマスク着⽤な
どを⼼掛け、どうぞお気をつけください。 
ご存じのとおり、いま⼈⽣は⼋⼗年時代になりました。
私たちは「〇〇世代」とかいって、ある年代をくくっ
て、そう称している。たとえば「焼け跡世代」「団塊の
世代」「しらけ世代」「バブル世代」「氷河期世代」
「ゆとり世代」「さとり世代」がある。こうやって⾒て
みると、世代の名前にはあまりいいものがないですね。
あなたはどの世代︖ 
最近、「⽣きがい」と⾔う⾔葉を頻繁に⽿にするように
なりました。辞書で調べると「⽣きていくはりあいや喜
び」と書かれていました。 
この⻑くなった⼈⽣を健康で⽣きたい、そして⽣きがい
を持って全うしたいという。願いが、私たちにはありま
す。そもそも「⽣きがい」では無く、「何をしたいか」
が重要だと思うんですよね。⽣きがいがないなんて悲し
いこと⾔わずに活き活きとして暮らしていきましょう︕ 
（Y) 

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。 

 

市⺠公益活動促進基⾦へ寄付を︕ 
あなたの寄付と同額を市も積み⽴てしま
す。 

◆応募資格︓市内で活動実績のある市⺠公益活動団体 
◆利⽤時間︓午前9時〜午後10時（年末年始を除く） 
◆利⽤期間︓利⽤開始⽉から最⻑36か⽉ 
◆利⽤場所︓市⺠活動⽀援センター（市役所南館2F） 
◆募集室数︓3室（応募多数の場合は選考） 
◆⾯  積︓約14㎡ 
◆利⽤料⾦︓利⽤開始⽉から6か⽉間は⽉額3800円、 
   以降は6か⽉ごとに約1500円ずつ上がります。 
◆設  備︓電気料⾦は市が負担します。       
      電話回線の⼯事や電話料⾦などは各利⽤ 
      者の負担になります。 
◆申し込み︓市⺠活動⽀援センター、市役所市⺠協働 
      ⽣涯学習推進グループにある申込⽤紙に 
      必要事項を書いて市⺠活動⽀援センター 
      へ提出ください。 
◆問合せ︓市⺠活動⽀援センター 
     電話︓072-366-4664 
 


