
-1- 

 

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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第5回 まちづくり活動発表会 

「⼤阪狭⼭市ごみ減量
対策推進会議」は、ご
みの減量と再資源化の
推進にむけて、市⺠と
市が協働して調査、研
究、啓発を⾏うことを
⽬的に、平成22年6⽉

に設置されました。学識経験者や市⺠公募
で、市⻑から委嘱された「⼤阪狭⼭市廃棄物
減量等推進員」から構成され、毎⽉1回(第3
⼟曜⽇)市役所内で会議を開催しています。
会議では、各種イベントでの啓発のほか、情
報誌の発⾏を⾏うなど、ごみ減量と再資源化
などの具体⽅策を検討しています。  

１.ごみ減NEWS の発⾏(年2回)  
２.産業まつり(環境・リサイクルフェア) 
  への参加     
３.狭⼭池まつりへの参加   
４.「ごみの分け⽅・出し⽅」パンフレッ 
  トの⾒直し     
５.⼩学校、⾃治会、各種団体等への啓発 
  活動の推進 など⼤阪狭⼭市は⻑年、南 
  河内6市町村の中で、⼀番多くゴミを排 
  出していましたが、平成27年度、推進 
  員が市⺠の皆様とともにごみ減量に取 
  り組んできた結果、ようやくワースト1 
  から脱出しました。  
      

１⽉28⽇(⼟)SAYAKAホール⼤会議室で
「まちづくり活動発表会」を開催しまし
た。これは、市⺠活動団体の中から、⼤阪
狭⼭市のまちづくりに有意義な活動に取り
組んでいると認められる団体を選び、市⺠
活動⽀援センターが記念盾を贈り表彰する
ものです。この機会を通じ、各団体の取組
を広く知らせることもねらいとしていま
す。今年は、下記の４団体がそれぞれ表彰
され、活動発表を⾏いました。表彰式、活動発表に引き続いて、⼀般参加者を含め発表団
体別に分かれて開かれたワークショップでは熱⼼な質疑や提案が活発に⾶び交い、当⽇の
参加者48名にスタッフも加わり会議室は熱気が充満していました。 

【表彰団体名と賞】 
・ＮＰＯ法⼈ワークレッシュ「遊びは学び暮
らしが仕事で賞」・⻯泉・⾥⼭クラブ「希少価
値が⾼まる⾥⼭をみんなで守りま賞」・まち
づくり研究会「⼤阪狭⼭市を住み続けたいま
ちにしま賞」・あまの街道と陶器⼭の⾃然を
守る会「陶器⼭の豊かな⾃然は⼤阪狭⼭市で
守るべきで賞」 
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第18回公演会を狭⼭中学校区まちづくり円卓会議  

新春こどもまつり開催 

平成29年度市⺠公益活動促進補助⾦説明会 
市⺠活動⽀援センターでは2⽉12⽇（⽇）
午前に南館講堂で説明会を開催しました。 
この⽇にお集まりの団体は10団体でした。 
すでに⼊⾨部⾨を受けて次のチャレンジ部
⾨への移⾏を進めている団体もあります。 
参加の⽅からの質問で公開プレゼンの時に
⼦どもの保育あずかりが可能か質問あり、
今回このようなケースは無かったので市役
所としても⺟親の⾃⽴⽀援のために預かり
の検討もすすめる必要が課題として出まし
た。補助⾦申請の受付は2⽉1⽇から3⽉10
⽇まで受付し4⽉3⽇から5⽉12⽇まで申請
書類の公開があり、29年度の公開プレゼン
テ ー シ ョ ン は4⽉16⽇（⽇）に 開 催 し ま
す。 
 

今年の新春こどもまつりが市⽴公⺠館で1⽉8⽇に開催
されました。 
ステージは和太⿎パフォーマンスからはじまり元気な体
に響く演奏を披露していました。 
体験コーナでも参加者へ楽しく指導されていました。そ
の後はお琴の演奏やkids Hip-Hop Dance、キッズフ
ラダンスなど披露されました。 
他の部屋ではダンボールの迷路に挑戦、昔ながらのお正
⽉遊び、遊びと学びの体験としては丸太切り体験、クラ
フト、折り紙体験とボランティアスタッフの皆さんが指
導に活躍していました。⽣憎の天気でしたが来場者は
2980名でした。 

1⽉14⽇東⼩学校でさやまラウンドでは「あそび歌ライ
ブでgo︕」が開催されました。 
いつもはあきらちゃんとコロッケくんの2名で進めてい
る進⾏も今回は着ぐるみバンドの⾳タネさんの演奏で
より楽しくしてもらえました。 
協⼒いただいた⾷物アレルギーアトピーサークル・ス
マイルスマイルの皆さんと元気な若者のグループ・さ
やま未来プランナーのみなさんにも踊ってもらって会
場は盛り上がりました。 
オリジナル曲で「伝説のシシカバブー」「ラーメン体
操」では⼦どもたちもノリノリでした。ホントに寒〜
い中、あそんでくれた200名の親⼦のみなさんありがと
うございました。 
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古いバスタオルの寄付を募ります 

第10回まちづくり研究会活動発表会 
まちづくり研究会は2⽉4⽇市役所南館で第10回の
活動発表会を開催しました。 
⾕上代表の挨拶から環境関連分科会ではゴミ減量活
動の推進し、南河内地域で1⽇/1⼈当たりのゴミの
量が昨年ワースト１を⼤阪狭⼭市が脱しました。 
また⾃治・防災関連分科会では防災⼠養成のための
講習会参加者促進など、また福祉・介護分科会では
総合事業で何が変わるか⾏政ができないサポートを
どうするかなど、⽂化・教育分科会では外国⼈と英
会話を楽しむ会などの紹介、都市計画・⾏政関連分
科会では３つの分科会に分かれて活動しており①地
産地消グループ②都市計画と環境グループ③観光事
業推進グループの活動内容の披露がありその後質疑
応答の時間をとり活発に討議されていました。 

⻯泉・⾥⼭クラブで活動しませんか︕     

あまの街道と陶器⼭の⾃然を守る会ではあまの街道
のナラ枯れ被害が狭⼭側でも4００本以上確認され
て、その対策としてコストのかからない⽅法とし
て、バスタオルやシーツなど被害⽊に巻いて⽔を含
ませる。そしてビニールシートでその上を巻き、ひ
もでくくることで対策がとれるため、すでに２００
本程度の対策をしていますがまだまだ不⾜しており
バスタオルやシーツなど不要になったもの寄付をお
願いしています。ご協⼒頂ける⽅は①⼤阪狭⼭市公
園緑地課②あまの公園掲⽰板と③陶器⼭のトンネル
掲⽰板でタオルを受付ていますので、宜しくお願い
します。 
問合せ︓森⼭達也（携帯︓090-3274-0410） 

 

富⽥林市の簡保の宿の近くに当クラブの基地があり毎⽔
曜⽇に集まり活動している。この⽇も⽵炭焼き・⽵酢液
作りと野外では栗の枝払い、⽊への肥料やりなど各⾃が
⾃分で出来る作業を進めていました。 
この写真はコーヒタイムの⼀コマ。メンバーは ⼤阪狭
⼭・富⽥林・河内⻑野・⼋尾・堺市から参加されていま
す。⾥⼭の保全と資源の再利⽤の実践・学習を 展開して
おり学校・⼦供会など⾥⼭体験学習なども受け⼊れてい
います。 
ここでは太陽光発電や⾬⽔をろ過して飲料にして⾃給⾃
⾜が可能です。メンバーには電気や建築関係,が得意な⽅
もおりこの休息所も⼿作りである。⾃然のなかで⽵林の
間伐、みかん園⼿⼊れ、椎茸や栗栽培、筍堀りなど⾊々
な活動が可能です。クラブの⾒学されませんか︕ 
 問合せ伊⽉（携帯090-5960-4224） 
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 狭⼭池まつり2017 
市制施⾏30周年記念 狭⼭池まつりとして実施概要が 
発表されています。 
●さやま検定 ・⼤阪狭⼭こども検定 
と き︓4⽉2⽇午後1時30分〜2時30分 
ところ︓SAYAKAホール・市役所南館講堂 
●2017「⿓神舞台」募集 
と き︓4⽉29⽇ 午後2時~5時30分 
    4⽉30⽇ 午前9時〜午後4時頃まで 
ところ︓狭⼭池まつり会場︓狭⼭池⼲潟 ⿓神舞台 
●2017「ライブグリーン」 
と き︓4⽉30⽇午前9時〜午後4時 
ところ︓狭⼭池まつり会場︓狭⼭池南堤下段特設会場 

●2017「パフォーマンス・プロムナード」 
と き︓4⽉29⽇午後1時〜6時まで 
ところ︓狭⼭池まつり会場内（事前説明会にて指定） 
●2017「ガレージセール」 
と き︓4⽉30⽇午前９時〜午後４時３
０分 募集予定数70店 
ところ︓狭⼭池まつり会場の指定場所 
●2017「ワークショップ」 
と き︓4⽉29⽇午後1時~6時まで 
募集内容︓10ブース 
応募の⽅法などは狭⼭池まつりのホームぺージ 
URL︓http://www.mydoo.net/ikematuri/Heisei29-
2017/2017-Bosyu-Annai.htmlから内容確認の上申込
ください。 

第3回さやりんフェステバルの出演・出展者募集 

狭⼭中学校区まちづくり円卓会議は狭⼭中学校区⽂化
祭としてさやりんフェステバルを下記の⽇程で開催し
ます。開催にあたり出演者・出展者を募集します。 
●と き︓平成29年5⽉14⽇（⽇） 
●ところ︓SAYAKAホール〈⼤ホール〉 
◎舞台部 
・募集対象︓⼤阪狭⼭市で活動する団体（狭⼭中学校 
 校区内住⺠が複数出演すること） 
・ジャンル︓舞台で合奏、演技出来る⾳楽全般、ダン 
 ス、舞踏、寄席など 
・参加費︓無料 
・募集数︓20組 
・プログラム︓5⽉13⽇（⼟） リハーサル 
 本番︓5⽉14⽇（⽇）午後12時３０分〜４時まで 
      （1組8分程度） 
・出演申込⽅法︓団体名、ジャンル、代表者⽒名、住 
 所、連絡先、出演者数などを記⼊しFAX、ハガキ等 
 円卓会議事務局まで送付っしてください。 

・申込期間︓平成29年3⽉18⽇まで定数に満たない場 
 合は再募集します。 
・出演順など︓主催者企画委員会にて決定します。 
＊申込者説明会は4⽉9⽇（⽇）午後2時より市役所南 
 館2F講堂にて⾏います。各代表者は必ず出席してく 
 ださい。申込多数の場合は抽選にて決定します。 
◎展⽰の部 ⼤ホールホワイエにて展⽰します。 
   〈5⽉13⽇（⼟）午後〜14⽇（⽇）午後４時〉 
・募集対象︓狭⼭中学校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、写真四つ切ワイドまで、書道 
 は表装済、⼿⼯芸品、華道は机上に展⽰出来るもの 
・申込期間︓平成29年4⽉20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 
●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 
 ☎・FAX︓072-366-8545 

まちゼミに「さやか観光会」参加     
まちゼミはお店の⽅が講師となり専⾨知識やプロのコツを無料で教える少⼈数のミニ
講座です。安⼼して受講していただくため、お店から販売は⼀切ありません。今回第
5回⽬講座にさやか観光会が参加します。 
●と き︓３⽉２２⽇(⽔) AM9時30分〜11時４０分 
●集合場所︓⼤阪狭⼭市駅⻄側ベンチ付近です。 
さやか観光会の講座は⼤阪狭⼭市駅〜狭⼭駅の間にある煉⽡造りの7つの暗渠を巡り
ます。 
●問い合わせ︓商⼯会事務局 ☎︓072-365-3194 fax︓072-366-8584  
●申し込み︓（携帯︓090-1678-7533 さやか観光会 橘まで）  
●まちゼミの、詳しい情報は Facebook「⼤阪狭⼭まちゼミ」まで  
●参加料 200円（資料・保険代など） 
●申し込み受付開始⽇ 2⽉24⽇（⾦）から 
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もうすぐ寒い冬も終わり、ウォーキングには絶好の季
節がやってまいりました。今年のフルコースは、陶器
⼭を天野⼭⽅⾯に進み、河内⻑野市荘園町付近でおり
返すコースを歩んでみようと企画いたしました。 
暖かい春の⼀⽇を家族、友⼈、新しい仲間と楽しく歩
いてみませんか。 
●と き︓平成29年3⽉25⽇（⼟） 
    ⼩⾬決⾏、荒天延期【予備⽇3⽉26⽇】 
●集合場所︓南第ニ⼩学校 
●集合時間︓午前9時（受付は午前8時30分） 
●参加料︓⼤⼈200円/⼈、⼩・中・⾼⽣/100円 
     ⼩学校未満無料 
●スタート︓午前9時30分 フルコース 
      午前9時40分 ハーフ・ミニコース 
●イベント︓11時〜12時 抽選会・豚汁等炊き出し 

南中学校ブラスバンド・⾎圧測定 
◆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46回異⽂化談話会   
グローバル時代にあって、異⽂化理解と外国⼈との
情報交換を⽬的に「異⽂化談話会」を2017年度も3
回開催します。アメリカ、欧州、アセアン、アジア
などの地域を取り上げ、海外経験者や専⾨家に⽣々
しい体験談や裏話を語っていただきます。会員だけ
でなく⼀般にも公開してますのでお気軽にご参加く
ださい。 
●と き︓平成29年3⽉11⽇（⼟）   
     午後1時30分〜5時 
●ところ︓⼤阪狭⼭市⽴公⺠館・第⼀集会室 
●テーマ︓「⽇本の祭りと演芸」 
●総合司会︓中林眞佐男  
（よみうり天満橋⽂化センター 講師） 

●オリエンテーション︓祭りの概念について 
  午後1時40分〜2時20分 
●演芸︓「落語の歴史と⼀席」 
    午後2時30分〜4時30分 
●奏者︓河野東作 
●ご講演後、全員で「⽇本の祭りと演芸」について 
 話あいます。 
●会費︓500円（資料代を含む）         
●申し込込︓異⽂化談話会 事務局 中林眞佐男 
   までFAXやE-mailで申込ください。 
   当⽇参加も受付します。 
    FAX:072-366-370 
  E-mail:mn-ikeno@nexyzbb.ne.jp            

南中円卓会議 第7回陶器⼭元気ウォーキング 

親⼦の出会い、ふれあいの場 ファンズガーデン 
NPO法⼈ワークッレシュでは、⼤阪狭⼭市つどい
の広場事業として旧くみの⽊幼稚園跡地を活⽤し
て地域⼦育て⽀援事業を展開しています。⼦育て
中の親の⼦育て不安や負担を少しでも軽減出来る
ように、地域での⽀え合いの関係づくりをさらに
充実させる事を⽬的としています。就学前の⼦育
て親⼦が気軽に集い、打ち解けた雰囲気のなかで
語り合い相互に交流を図るための「常設の場」と
して⼤阪狭⼭市が設置した地域⼦育て⽀援拠点３
つの中の⼀つです。 
 

●開設⽇︓⽉〜⼟曜⽇（⼟曜⽇は⽉3回）午前10時〜午後5時まで  
●⼀時あずかりも有料ですが対応してます。（対象︓乳幼児 詳しくは問い合わせください） 
●☎︓072-366-6960 
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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 

 市⺠公益活動促進基⾦に寄付を 
〜公益活動を広げるための市⺠と市の協働〜 

⽀援センターで 
ミニワークサロンを開催します 

「新聞紙でエコバック作り ︕」 
新聞紙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。 
●3⽉24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 
「Ｎさん、会費が未納なんですが…」「ああＰさん。済まん
世話かけるなぁ…払うの忘れてたわ…じゃあ、これで…。で
もなぁ…、⼿弁当でボランティアしてて、その上に会費を取
られる…というのは何か釈然とせえへんことあらへんか︖ 
そう思わへんか︖」「そう⾔われたら…、みんなのために汗
⽔流して、その上⾦まで払ってなあ…。せやけど、会費は規
則で決まってるんやから、しゃあないやん」「規則で決めた
んやったら、変えたらええ︕ ⼤体なぁ…、⼈⼿が⾜りひん
から、⼿伝うてもらおうとＯさんに声掛けたんや。⼈の繋が
りが広がるし、やり甲斐もある。みんな喜んでくれる…。よ
うやっと『うん』⾔うてもろて、じゃあ…会員になって貰お
と思ったら会費の話をせなあかん。そしたら『⾦まで払うて
何でボランティアせんならんねん…』て…。そない⾔われた
ら何も⾔われへんがな…。規則なんか変えたらええねん」 
あるNPO法⼈での話です。ＮＰＯ法⼈は会費を取らなければ
いけないという決まりはありません。会の趣旨に賛同し、⼊
会する意思を持つ⼈の集まりがＮＰＯ法⼈。会員は平等に議
決権を持ち、各⼈の意思に基づきそれぞれのやり⽅で法⼈ 
の運営を⽀えます。議決権を持つ正会員とそれ以外の会員を
区別する⽅法として会費を設定する事が多いようです。モノ
やサービスを受け取ることの対価でなく、⾃らの⼈⽣の質を 
⾼めるための対価と考えるのはどうでしょう（よ） 

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 

 

市⺠公益活動促進基⾦は、市⺠と市が協働し市⺠の公
益活動を⽀援するための資⾦を積み⽴てる制度です。
この基⾦は、市⺠や事業者などから寄せられた寄付⾦
と同額を市も積み⽴てる「マッチング・ギフト⽅式」
を取り⼊れています。市⺠の皆さんからいただいた寄
付⾦と同額を市が上積みすることで、寄付⾦の２倍の
額が基⾦に積み⽴てられます。 
 積み⽴てた基⾦は、福祉の増進、環境の保全、⻘少
年健全育成、⽂化芸術の振興、国際交流など地域課題
を解決するために市⺠公益活動団体が実施するさまざ
まな社会貢献活動に対する補助⾦の財源として活⽤し
ています。市⺠公益活動を育成・⽀援する基⾦に寄付
をお寄せください。基⾦に寄付をすると、所得税と市
⺠税が⼀定の限度額まで控除されます。 
 基⾦の詳細や補助対象事業の内容は、市ホームペー
ジに掲載しています。 
 
【問い合わせ】 
市⺠協働・⽣涯学習推進グループ 
☎︓072-366-0011（代） 


