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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11⽉10⽇（⼟）と11⽇（⽇）の両⽇、公⺠
館・さやま荘・保健センターではばたきフェ
スタが開かれました。10⽇９時からのオー
プニングでは、さやま荘の⽞関前で市⽴第三
中学校吹奏楽部のNHK⼤河ドラマ「⻄郷ど
ん」のテーマの演奏、また、公⺠館では「は
ばたきフェスタの歌」が初披露されました。

⼤集会室では発表の部の熱演が繰り広げられ
ました。展⽰の部も様々なクラブがさやま
荘、さつき荘、公⺠館で、展⽰ばかりでなく
体験コーナーも設けられていました。どの会
場も次々と⼈が訪れて盛況でした。前⽇の天
気予報では絶好の⾏楽⽇和とのことで期待が
⾼まりましたが、あいにく今にも⾬が降りそ
うな曇天のスタートでした。しかし午後から
は天気は回復してさわやかな晴天に恵まれま
した。両⽇とも特にお昼前後は飲⾷の模擬店
が⼤変賑わっていました。⾊々な団体のパ
フォーマンスも楽しく、家族連れで１⽇を楽
しむ姿もたくさん⾒られました。

91団体が参加し、さやま荘⼤広間と公⺠館
5

6

「しみんのちから」登録団体NO.313

⾳楽朗読「みち」in⼤阪狭⼭

を盛り上げようと、ここ数年は毎年参加し
ています。また、障がい者の施設として地
域との繋がりを持ちたいと開いている、た
んぽぽの丘の恒例イベント「もぐらのサラ
ダ アートフェスティバル」にも第１回から
参加しています。

陶器⼭の⾃然

ゴイサギ
情報提供
あまの街道と
陶器⼭の⾃然を守る会

最近、近隣の市では⾏われなくなった⾦婚
祝賀会（結婚50年をお祝いする会）。⼤阪
狭⼭市では⾼齢介護グループが中⼼となっ
て、ボランティアさんと⼀緒にお祝いして
います。わたしたちも地域で活動されてい
る団体や個⼈のボランティアさんと祝賀会
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わたしたちはいろんなイベントで、良いお
話や詩に、⾳楽と、時には映像も加えて朗
読しています。来年の⾏事に向けて⼀緒に
ボランティア活動をする仲間を募集中で
す。無理のない参加形式を基本に活動して
いますので安⼼してお問い合わせくださ
い。問合せ︓⼭上 （072-368-1517）

さやまラウンド あそびうたライブ♪
ちゃん＆ジャンプくん」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を開催しま
した。200名以上の⼦ども達、100名弱の保護者などが
参加されました。誕⽣⽇の⽉に合わせて前に集まった
り、歌にあわせて楽しく踊りました。最後は、⼿作り
のラーメンカップを頭に載せて「秘伝ラーメン体操」
をみんなで踊りました。参加した⼦ども達が楽しめた
だけでなく、保護者や保育⼠さん、SmileSmileさん、
さやま未来プランナー、円卓メンバー全てが、育児や
⼦どもの接しかたなどの参考になるコンサートでし
た。

さやまラウンドでは11⽉8⽇（⽊）にSAYAKAホールの
コンベンションホールで、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

「⾷品ロス削減講演会」を開催
を⾃分の冷蔵庫・⾷品庫と考える」などの⾏動のヒン
トもたくさんあり、参加者からは眠くなる間もなく聞
き⼊ってしまった、⾃分の⾏動を⾒直そうという感想
も多く寄せられました。

⼤阪狭⼭市ごみ減量対策推進会議が、11⽉2⽇(⾦)市
役所会議室において、市⺠向け「⾷品ロス削減講演
会」を開催しました。当⽇は定員の70名を超える参加
者があり、会場は満員の盛況でした。
講師は京都⼤学⼤学院准教授の浅利美鈴先⽣。京都⼤
学は40年前から京都市の依頼でごみの組成分析調査を
続けており、京都市のごみ半減に⼤きな貢献をしてい
ます。今回、この調査の中⼼となっている浅利先⽣を
お招きして、特に⾷品ロスの問題に焦点を当ててお話
しいただきました。浅利先⽣のお話は「家庭ごみの中
に占める⾷料品のうち、⾷品ロスが42％、そのうち⼿
付かず⾷品が28％にのぼる」「10数年前の計算でも、
残飯による⾷⽣活の損失は11.1兆円で、農業、⽔産業
の総⽣産額12.4兆円に匹敵する」など、私たちの⾷⽣
活について考えさせられる内容が多くありました。そ
の他「空腹で買い物をしない」「スーパー・コンビニ

⼤判プリンターの活⽤講座開催

11⽉9⽇（⾦）午後6時30分から当⽀援センターに
おいて、⼤判プリンターの活⽤講座を実施しまし
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た。天気があまり良くないので出⾜を⼼配したので
すが、予定どおり申込者全員（12名）の⽅の参加
で開催しました。
参加者の皆さんに印刷データを持参していただき、
ご⾃⾝で⽤紙セットも含めたパソコンの印刷オペ
レーションをしていただきました。
写真の印刷は⽤紙の⼤きさや印刷⽅法に、もう少し
⼯夫があれば更に良くなると感じました。
参加申込者が多数だったので、追加講習会を11⽉
17⽇（⼟）に開催しました。次回は12⽉8⽇にも開
催します。事務局の⼿違いで、⼀部アプリケーショ
ンの設定ミスがあり印刷が出来なかったのと、会場
が狭くて参加者の皆さんにご迷惑をお掛けした事を
お詫び致します。

第10回 健康ウォーキング⼤会
今 年 で10回 ⽬ の 健 康 ウ ォ ー キ ン グ ⼤ 会 が11⽉4⽇
（⽇）さやか公園、狭⼭池周回路で⾏われました。
天気にも恵まれ、開会式と準備運動、正しい歩きかた
などの指導をうけ約200名の⽅が参加されました。
今回は台⾵21号の影響もありコースが狭⼭池の周回路
だけでしたが、皆さん元気にウォーキングを楽しみま
した。
終了後はクラフトや⽟⼊れ、その後は抽選会などが
⾏われました。
主催は市と熟年いきいき事業実⾏委員会の協働事業と
しての⼤阪狭⼭市健康ウォーキング⼤会実⾏委員会で
す。

100⼈ フープブーン
11⽉11⽇（⽇）午後3時からさわやかな快晴のした、
狭⼭池公園の⿓神社⿃居の前で「元気のみなもとの
輪」の代表溝端さんの号令の下、20名弱の参加者の皆
さんが⼀⻫にプープを廻しました。この⾏事は⼤阪狭
⼭市市⺠公益活動促進補助⾦制度を利⽤しています。
⽬標の１００名には⾜りませんでしたが、皆さんは元
気よく笑顔で楽しくプレーされていました。池の遊歩
道を散歩中の⽅々も⾜を⽌め、カメラを向けておられ
ました。チラシは狭⼭池公園で開催とあり、取材のた
め３０分前から「さやか公園」で待機していました。
時間が来てもその気配が無く、電話で確認すると「池
の反対側で始めます」との事に⼤慌てで移動しまし
た。「狭⼭池公園」とは「さやか公園」も含めて池の
周囲全体の事なのですね。

地区福祉委員会による「ふれあい広場」開催
地区の福祉委員会が中⼼となり、PTAや市内福祉施設
など様々な団体の協⼒のもと、今年もふれあい広場が
開催されました。
今年のふれあい広場は、南第三地区福祉委員会が10⽉
14⽇に南第三⼩学校で、狭⼭地区福祉委員会が10⽉
28⽇に東⼩学校で、南第⼀地区福祉委員会は11⽉10
⽇に南第⼀⼩学校で、南第⼆地区福祉委員会は11⽉18
⽇に南第⼆⼩学校で開催しました。
写真は10⽉28⽇の東⼩学校での開催の様⼦です。体育
館ではボランティア連絡会のメンバーが⼯作などの指
導や⾞椅⼦の指導などをしていました。運動場では⾃
治会などの模擬店やゲートボールあそびのゲームなど
も⾏われて、⼦どもたちを中⼼に楽しい時間を過ごし
ました
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第18回市⺠活動団体交流会

〜まちづくりで活動している団体や個⼈〜

今回の交流会は、まちづくりで活動している団体・
個⼈を中⼼にお集まりいただきます。
第1部は講演会。「このまちに住み続けるためのま
ちづくり」をテーマに上⼩牧秀彦さん（しあわせ総
合研究所代表）に市⺠団体のメンバーの増強、後継
者の育成など、団体の活性化策をお話しいただきま
す。
第2部はグループワーク。「お互いを知る」をテー
マに、⽇ごろの団体活動で困っていること、抱えて
いる課題、成功体験などを⾃由に話し合っていただ
きます。
●と き︓12⽉7⽇（⾦）午後2時〜4時まで
●ところ︓市役所南館２F講堂
（市⺠活動⽀援センター）

●申し込み︓問い合わせ︓市⺠活動⽀援センター
TEL 360-1011
FAX 360-1012
E-mail vic@osakasayama-vc.jp

第7回まちづくり活動発表会
誰もが幸せに暮らせるまちづくりを推進するため、毎年3
団体を取り上げ、それぞれの団体が取り組んでいる
活動を紹介しています。「何かを学び、つながり、活動し
たい」という思いを持って、さらなる「市⺠⼒」「団体
⼒」について、理解を深めていただきたいと考えていま
す。今年度は狭⼭中学校区まちづくり円卓会議、⼿話サー
クルさやま、たんぽぽの丘の3団体の活動を紹介します。
●と き︓2019年2⽉2⽇（⼟）午後1時〜4時30分
●ところ︓SAYAKAホール 2階⼤会議室
●詳細は市⺠活動⽀援センターへ問合せください。
TEL:360-1011
FAX︓360-1012
E-mail︓vic@osakasayama-vc.jp
昨年の様⼦

第2回しみんのちから登録団体 チラシ⼤賞 作品募集
市⺠活動⽀援センタ－では第2回チラシ⼤賞の作品を募
集します。
●応募対象︓当センター「しみんのちから」登録団体
または登録申請中の団体
●応募内容︓実際に使⽤した、または使⽤しているオ
リジナルのチラシ(団体名が明記されているもの)
●応募作品は１団体3点まで
（2018年2⽉以降に作成した作品）
●作品サイズ︓A4版限定
●応募⽅法︓応募⽤紙と作品を来館または郵送にて
尚、応募作品は返却できませんのでご注
意ください
●応募締切︓2019年1⽉31⽇必着

●審査⽇︓2019年2⽉(受賞団体には当センターより
連絡します)
●審査員︓帝塚⼭学院⼤学情報メディア科、当セン
タースタッフ
●発表・表彰︓2019年3⽉16⽇（⼟）
グランプリ(1作品) 賞状・記念品
準グランプリ(1作品) 賞状・記念品
特別賞 賞状・記念品
●問合せ︓市⺠活動⽀援センターVIC
TEL:072-360-1011
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春の１⽇を歩こう

〜陶器⼭元気ウォーキング〜

恒例の陶器⼭ウオーキングを南中円卓会議が開催しま
す。このウォーキング会は、円卓会議の「地域コミュ
ニティ部会」が、地域づくりと健康づくりを⽬的に開
いているものです。円卓会議に加盟する12⾃治会が協
⼒しています。第９回になる今年度は、南第三⼩学校
を起終点に、フルコース（約６キロ）ハーフコース
（約4.5キロ）ミニコース（約２キロ）が設定されて
いて、それぞれの体⼒に応じたコースを選んで誰もが
無理なく参加できるよう⼯夫されています。
今年度は、円卓会議の設⽴10周年を迎えることを記念
して、参加者抽選会の記念品が拡充されます。
ウォーキングの後は、温かいトン汁とご飯に加えて南
中学校ブラスバンド部の演奏とお楽しみ抽選会が待っ

てます。
参加申込は2⽉に受
け付けます。

●と

き︓2019年３⽉23⽇（⼟）⼩⾬決⾏、
⾬天順延。
8時30分受付開始、９時開会
●ところ︓南第三⼩学校（駐⾞場はありません）
●参加費︓⼤⼈200円、⼩・中・⾼⽣100円、
就学前 の幼児は無料

第三中学校区まちづくり円卓会議 グラウンドゴルフ⼤会
「住んで楽しい」「住んでみたい」「住んでよかっ
た」と思えるまちづくりの推進を⽬的に活動する第三
中学校区まちづくり円卓会議では、地域交流を深める
ため、シニアを対象にしたグラウンドゴルフ⼤会を開
催します。
●と

き︓2019年3⽉16⽇（⼟）予備⽇3⽉17⽇

●ところ︓市⺠総合グランド
＊詳細が決まりましたらご案内します。

さやりんピック交流イベントのお知らせ 〜地域の絆をつなごう〜
さやまラウンドは今年度もさやりんピックを開催しま
す。安⼼安全をモットーに危機管理を意識して防災防
⽕を取り⼊れたユニークな競技や、⼦どもたちも楽し
く遊べる催し等、盛りだくさん。昨年度は2,850⼈の
参加があり⼤盛況におわりました。

ぜひ、あなたも⼀緒に楽しみましょう︕
●と き︓2019年3⽉24⽇（⽇）午前9時〜3時頃
●ところ︓さやか公園
＊詳細が決まりましたらご案内します。
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情報ステーション
⼤判プリンター利⽤講習会のお知らせ

ミニワークサロンを開催します。

当センターでは⼤判の8⾊インクジェットプリンターを
導⼊しました。ロールペーパーを使⽤してB0判までの
ポスターや⻑尺のバナーなどをつくれます。PDF形式の
データを簡単に拡⼤して印刷することができます。利⽤
には、事前にプリンタ利⽤講習の受講が必要です。使⽤
する⽤紙や出⼒する内容によって費⽤は変わります。詳
しくは窓⼝でご相談ください。利⽤講
習会を下記の⽇程で開きます。開催⽇
の前⽇までにFAX/メールで申し込んで
ください。A4サイズ程度で作成した出
⼒したいデータをPDF形式で保存して
お持ちください。

◎11⽉・12⽉ は ⼀ 閑 張（い っ か ん
ばり）をします。チラシで作ったか
ご や ⽵か ごに 和 紙を 貼り、柿渋 を
塗って仕上げます。柿渋を塗る前に
墨や顔彩で絵をかいたり、⾊和紙でちぎり絵⾵に
したりすれば、個性あふれる作品になります。
と き︓11⽉30⽇（⾦）と12⽉21⽇（⾦）の
⼆⽇間、それぞれ午後2時〜3時30分。
⼆⽇間で仕上げますが、定員に余裕があ
れば1⽇だけの参加でも結構です。お問い合わせく
ださい。参加費︓300円（2回で）

●【⽇程】12⽉8⽇（⼟）午後2時〜4時
●【参加費】無料 材料代実費（280円/ｍ）
●申込み問合せ︓当センターまで（FAX︓366-4664）
メール︓suomu@osakasayamasc.onmicrosoft.com

◎２⽉はミニスワッグクラフトでお楽
しみください。寒い冬の⽇に、花束を
アレンジして、お花の変化を楽しむた
めの「ミニスワッグクラフト」。作る
楽しさだけでなく、お部屋に飾る楽し
さもあります。
と き︓2⽉8⽇（⾦）午後2時〜3時30分
参加費︓300円
⼀閑張、ミニスワッグクラフトとも、申込・問い
合せは当センターまで （℡ 366-4664）
ところ︓市役所 南館2階 市⺠活動⽀援センター

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
の提供をおねがいしま
す。

編集後記

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

「エス・ディー・ジーズ（ＳＤＧｓ）」ってご存知でしょう
か︖ 最後の⼩⽂字のｓはGoalの複数形のｓです。2015年
９⽉の国連サミットで採択され、2016年から15年間で加盟
193か国が達成しようとする共通⽬標です。「Sustainable
Developmennt Goals（持続可能な開発⽬標）」の略称で、17
項⽬あります。平たく⾔うなら「地球上で暮らすだれをも取
り残さない社会を各国が実現するための国際的な共通⽬標」
と⾔えます。⽇本政府はもちろん、各⾃治体も既に取り組み
を進めています。外務省がつくったピコ太郎さんの動画を⽬
にしたり、⼤阪万博の招致ニュースでＳＤＧｓの⽂字を⽬に
したりすることも増えてはきました。先⽇、近隣市の市⺠活
動⽀援センターなどと⼀緒になって、某⼤学の学園祭でＳＤ
Ｇｓ啓発キャンペーンに取り組んだのですが、認知度はまだ
まだ広がっていないと感じました。国際⽬標など、⾃分から
は遠いもののように感じられるようですが、先進国・途上国
の別なくそれぞれの国の現状を⾒える化して確実な実現を図
ろうとする定規のようなものです。⽇ごろの活動や⽣活を⾒
直すのに有⼒なツールになります（よ）

HP:http://osakasayama-sc.jp/
VIC・E-mail︓vic@osakasayama-sc.jp
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