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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市⺠公益活動促進補助⾦

〜３０年度「事業報告」 3１年度「公開プレゼンテーション」〜

４⽉14⽇（⽇）に⾏われた市⺠公益活動促
進補助⾦の平成30年度事業報告では、元気
のみなもとの輪・⼤阪狭⼭市⾷⽣活改善推進
協議会・特定⾮営利活動法⼈たんぽぽの丘・
さやか観光会の計４団体がそれぞれの事業に
ついて報告を⾏いました。また、平成31年
度市⺠公益活動促進補助⾦の申請団体である
特定⾮営利活動法⼈たんぽぽの丘・さやか観
光会・元気のみなもとの輪・特定⾮営利活動
法⼈南⼤阪サポートネットがそれぞれプレゼ
ンテーションを⾏いました。審査の結果、特
定⾮営利活動法⼈たんぽぽの丘「第４回もぐ
らのサラダアートフェスティバル」「くじら
ラジオ放送局」、さやか観光会「⽉例ならび
に受託観光ガイド」、元気のみなもとの輪
「元気のみなもとの輪」、特定⾮営利活動法
⼈南⼤阪サポートネット「地域みんなで作る
“ひきこもりの居場所”トビラファーム」の計

４団体５事業に対して、交付を決定しまし
た。

「しみんのちから」登録団体NO.360

か
情報ステーション

2019年6月
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陶器⼭の⾃然

私たちは「⼤好きな狭⼭でつながりと笑顔
を広げたい︕」という思いのもと、「⼿づ
くり作品・アレンジ作品の販売」及び「体
験型⼿作りワークショップ」を開催してお
ります。⾃分で作る楽しさの共有・新しい

さくらの街のマルシェ

趣味やお気に⼊り作品との出会い・⾃⼰実
現の場を作ることで、幅広い世代でつなが
りが広がり、地域の皆さんが楽しめる、そ
んなイベントを⽬指して活動しています。
次回は11⽉17⽇（⽇）SAYAKA ホール1階
で開催予定。ぜひお誘い合わせの上お越し
ください^o^最新情報はインスタグラムで
更新中です‼
（@sakuranomachi_marche)
ホームページ https://

きじ

sakuranomachinomarche.jimdofree.com

情報提供

問合せ : さくらの街のマルシェ実⾏委員
(永井)09051644728@docomo.ne.jp

あまの街道と
陶器⼭の⾃然を守る会
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GO︕GO!ふれあいの⾥ワールド
こどもの⽇無料イベントとして、今年も5⽉5⽇（祝）
に市⺠ふれあいの⾥で開催されました。天候にもめぐま
れて若い親 ⼦づれが会 場へ吸い込 まれていき ます。
会場には楽しく遊んで体験型の学習ができるコーナがた
くさんあり、各種市⺠団体のかたがサポートしていま
す。ボランティア連絡会による輪投げや囲碁ボール、メ
ンズボランティアグループによる⽊の⾞や花⾵⾞づくり
など、またおりがみの会、⻘少年健全育成連絡会、ガー
ルスカウト23団のコーナーなどがありました。模擬店
では市⽴公⺠館のスタッフによる「まきまきパン」づく
りが毎年⼈気で、今年も⻑い列ができてました。来場者
は2,377⼈で今回サポートスタッフは161⼈でした。

狭⼭池まつり2019
4⽉27⽇（⼟）13:00〜20:00、4⽉28⽇（⽇）9:00
〜16:30 狭⼭池公園において毎年恒例の「狭⼭池ま
つり」が開催されました。このまつりは、平成14年の
ダム化改修⼯事完成を機に狭⼭池が市⺠の新たな憩い
の場やくつろぎの場になったことを、“市⺠が⾃ら⼒を
合わせて祝おう”という思いから始まり、今年で18回
⽬を迎えます。初⽇は少し⾵が強く寒かったですが、
２⽇⽬は穏やかな晴天に恵まれて沢⼭の⼈に来て頂き
ました。初⽇のオープニングはブラスフェスティバル
で、さくらジュニアバンドの演奏から始まり、狭⼭の
３中学校と⾼校の吹奏楽部へと続きます。池の⽔辺に
設置された「⿓神舞台」で繰り広げられる歌や舞踊な
どをはじめ、模擬店やフリーマーケットなど沢⼭のイ
ベントが開催されました。また、初⽇の夜７時からは
狭⼭池の⼟⼿の周りにろうそくを置いて「灯⽕輪」を
楽しみました。

参加者の皆様にゴミの削減・分別回収のご協⼒を頂
き、会場周辺はほとんどゴミが⾒当たらないほど綺麗
になりました。
今年の⼊場者数は2⽇間で42,000⼈でした。

今年の熟年⼤学がスタートしました
開講式と30年度の修了式が4⽉11⽇（⽊）にSAYAKA
ホールで開催されました。
30年度の修了式では、皆勤賞が54名、永年受講者賞６
名、⽶寿のお祝い1名の⽅が表彰されました。
専⾨科⽬30単位と公開講座10単位の授業がスタートし
ます。
今年の専⾨科⽬受講者は428名で、14教科の中から受
講され、複数の講座を受講している受講者もいます。
また⼀般公開講座の受講⽣は158名です。
受講者はリピータも多く、元気な熟年者の居場所づく
りに役⽴っているようです。熟年の受講者数が横ばい
で、のびが少なくなったことなどの悩みもあり、受講
⽣を増やすための⼯夫が必要だという声もあります。
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⼿話ボランティア養成講座

⼤阪狭⼭市ボランティアセンターが主催する、「⼿話ボ
ランティア養成講座」が4⽉4⽇から来年2⽉27⽇の間、
市⽴公⺠館とさやま荘にて43回開催されています。⼤

阪府では「⼤阪府⾔語としての⼿話の認識の普及および
習得の機会の確保」に関する条例がH29年3⽉29⽇に公
布・施⾏されています。本年度は20名の受講者が集ま
り、⽚桐講師と前⽥補助講師に⼿ほどきを受けていま
す。⽚桐講師はろうあ者で、⾔葉を聞き取る事が出来ま
せんので、受講⽣とのコミュニケーションは全て⼿話と
筆記で⾏います。受講⽣はまったく初めての⼈から7年
⽬の⼈まで⼊り混じっていますが、講師が講座の進め⽅
を⾊々と⼯夫してくれるので、皆さん和気あいあいと受
講しています。また講座以外にも懇親会も開催されると
のことです。講座終了の2⽉には皆さんが⼿話を使える
ようになるそうです。

ブラさやま 〜東野編〜
さやか観光会主催の東野地区周辺を散策する⾏事に参
加しました。4⽉18⽇（⽊）狭⼭駅⻄⼝に集合。20名
ほどが参加されました。
この⽇のガイドは奥村さんが担当されました。太満池
浄⽔場では、今は使⽤されていないこと、次の浅野⻭
⾞の近くの堺市と⼤阪狭⼭市の境界付近では両市のマ
ンホールが1ｍも離れず、すぐそばにあることなど、興
味 深 い も の が あ り ま し た。そ の 後、中 ⾼ 野 街 道 を 通
り、東野公⺠館のそばにある60Kgの俵⽯は、それを持
ち上げる事で⼤⼈とみとめられた話などを聞きまし
た。⼀ノ⽊分⽔での説明後は菅⽣神社境内の説明を受
け、参道を経由して⻄迎寺・⻭痛地蔵の話や⼭本住宅
の説明を受け解散しました。約2時間のウォーキングと
それぞれの場所の興味深い説明に、参加者の皆さんも
⼤満⾜の様⼦でした。

副池オアシス公園 苔⽟づくり

←出来上がった苔⽟
4⽉20⽇（⼟）10:00〜12:00 副 池 オ ア シ ス 公 園 の
四阿（あずまや）にて、苔⽟づくりが⾏われました。
雲⼀つ無い快晴のぽかぽか陽気の中、２家族９名が参
加しました。畑や⼟⼿の花を根元から取って⼟と苔で
団⼦にします。指導者は「狭⼭の副池⾃然づくりの
会」の⿇植（おえ）さんです。どんぐりの苗⽊は根が
幹と同じくらいの⻑さに、垂直に伸びて育つというこ
とを教えて頂きました。モンシロチョウが⾶び交う畑
や⼟⼿で、⼩さなお⼦さんもお⽗さん・お⺟さんも⼀
緒になって楽しく作ります。出来上がった作品は皆さ
んお家に持って帰るそうです。
今⽇の楽しい苔⽟づくりはきっと良い思い出になる事
でしょう。
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第20回市⺠活動団体交流会を開催します(保健・医療・福祉分野)
⼤阪狭⼭市では29年度より「介護予防・⽇常⽣活⽀援
総合事業」を実施しています。
今回の団体交流会では、第1部で健康福祉部⾼齢介護G
福井課⻑、社会福祉協議会⾚瀬課⻑による「総合事
業」の現況についての講話があります。第2部では参加
の団体(個⼈の活動を含む)の活動紹介と、課題・問題
点をお話しいただき、さらに団体間の連携、情報の交
換をしていただきます。
関係団体の⽅以外の個⼈の参加も歓迎します。
関⼼のある⽅はぜひご参加ください。
●と き︓6⽉14⽇（⾦）午後1時30分〜4時
●ところ︓市役所南館 2F講堂
●参加費︓200円
●申込み/問合せ︓市⺠活動⽀援センターVIC
TEL:360-1011
FAX:360-1012
E-mail:vic@osakasayama-sc.jp

ボランティア交流サロンを開催 〜ボランティアでみんなつながろう〜
⾃分の活動（団
体）をもっと
知ってもらいた
い、これから活
動を考えている
がキッカケはな
いか、活動して
いるがもっと知
りたいと思って
いる⽅、みんな
で集まり、楽し
く語り合いませんか。個⼈登録されている市⺠や市⺠活
動団体、これから活動したいと考えている市⺠が⼀堂に

集まり、お茶を飲みながら気軽に語り合える場にしたい
と考えています。
詳細はチラシでお知らせします。
●と き︓7⽉13⽇（⼟）午後1時30分〜4時
●ところ︓市役所南館 2Ｆ講堂
●参加費︓無料
●申込締切︓7⽉5⽇（⾦）
●申込み/問合せ︓市⺠活動⽀援センターVIC
TEL:360-1011
FAX:360-1012
E-mail︓vic@osakasayama-sc.jp

⾯⽩いほど会議が進む ⾒える化のテクニックを学ぼう
絵を上⼿に描くための講座ではありません。グラ
フィックファシリテーションは、⾒えないけれど、確
かにそこにある“想い”や“願い”を描く技術です。みん
なの意⾒から、何を受け取り、どのように表すのかを
コツとともに学びます。
●講 師︓凸凹future center 鈴⽊さよ⽒
●と き︓6⽉1⽇（⼟）、8⽇（⼟）
●ところ︓市⽴公⺠館 多⽬的室
●対 象︓18歳以上の⼈
●定 員︓各24⼈ ※応募者多数の場合抽選
●参加費︓1回500円
●問合せ先︓⼤阪狭⼭市⽴公⺠館
TEL:366-0070
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伝わることばと表現の考え⽅
チラシの作成で「何を書いたらいいの︖」「どんなデ
ザインにしたらいいの︖」と迷わないため、伝わるこ
とばからチラシを作り出す⽅法をお話しいただきま
す。
●と き︓8⽉3⽇（⼟） 午後1時30分〜3時まで
受付︓午後1時から
●ところ︓市役所南館 2F講堂
●講 師︓帝塚⼭学院⼤学 情報メディア学科
准教授 ⼩幡信さん
●参加費︓無料
●定 員︓40名
●申込み︓7⽉27⽇までFAXかメールで

●問合せ︓市⺠活動⽀援センターVICチームへ
●申込み︓市⺠活動⽀援センターVIC
TEL:360-1011
FAX:360-1012
E-mail︓vic@osakasayama-sc.jp

講師︓
帝塚⼭学院⼤学
准教授 ⼩幡信さん

第2回WORDで作る・実践チラシ作成講座
第1回チラシ⼤賞グランプリを取られた講師の講座で
す。昨年も好評でした。昨年2⽇間でおこなった講座
を1⽇間で修了します。oﬃce2013以降のソフトを⼊
れたパソコンをご持参ください。
●と き︓8⽉9⽇（⾦）午後1時30分〜4時30分
受付︓午後1時から
●ところ︓市役所南館 2F講堂
●講 師︓SAS ⼭⼝政章さん
●参加費︓500円
●定 員︓10名
●申込み/問合せ︓市⺠活動⽀援センター
TEL＆FAX:366-4664

E-mail︓
soumu@osakasayamasc.onmicrosoft.com

南海・歴史探訪 ガイドウォーク
南海沿線の観光ボラン
ティア団体が５団体合
同で「広域連携歴史探
訪ガイドウォーク実⾏
委員会」を結成し、
「南海・歴史探訪ガイ
ドウォーク 〜あなた
の知らない歴史秘話
〜」と題した連続リ
レーガイドウォークを
企画しました。
観光ボランティア団体
のネットワーク等を活
⽤し、団体相互間の連
携と協⼒で情報発信・情報交換を⾏いつつ、地域のブ
ランド⼒の向上を⽬指した事業活動を展開します。参

加者はガイドと共に河内⻑野市から⼤阪市までの史跡
を歩いて、地域の新しい魅⼒に触れることができま
す。
さやか観光会の主催は第2回 6⽉8⽇（⼟）です。
●第1回
●第２回
●第３回
●第４回
●第５回
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5⽉26⽇（⽇） 約 9Km 南海線・堺駅
→仁徳天皇陵→⾼野線・中百⾆⿃駅
6⽉ 8⽇（⼟）約12Km ⾼野線・⾦剛駅
→天野街道→泉北⾼速・泉ヶ丘駅
9⽉14⽇（⼟）約 9Km ⾼野線・美加の
台駅→⽯仏寺→⾼野線・三⽇市駅
11⽉ 4⽇（⽉）約 7Km 南海線・住吉⼤
社駅→熊野街道→Osaka Metroあびこ駅
11⽉30⽇（⼟）約 7Km ⾼野線・三⽇市
駅→観⼼寺→⾼野線・河内⻑野駅

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。

●と き︓6⽉14⽇（⾦）午後６時〜８時
●ところ︓市役所南館・市⺠活動⽀援センター
のミーティングルーム
●対 象︓市内で活動する市⺠活動団体関係者
●内 容︓⼤判のインクジェットプリンターを使って
「のぼり」⽤の布地（⼱60センチ）に印刷
する⽅法の講習会です
●参加費︓無料（材料費は実費）
●定 員︓10⼈（先着順）⾒学だけも可
●持ちもの︓出⼒するためのデータをPDF形式で保
存したUSBメモリー
●申し込み︓6⽉13⽇（⽊）午後５時までにFAXかメー
ルで参加者の名前・電話番号・メールアドレスを明記
の上当⽀援センター FAX:366－4664 へ
電⼦メールの場合は
soumu@osakasayamasc.onmicrosoft.com
⽀援センターホームページからも申し込みできます。
URL:http://osakasayama-sc.jp
●問い合わせ
市⺠活動⽀援センター
TEL:366－4664

親⼦でクラフト︕ 紙粘⼟でクラフト。
楽しいクラフトいかがですか。
トイレットペーパーで紙粘⼟をつくり、作品に仕上
げます。市内在住の親⼦（お⼦さんは3歳〜⼩学⽣
まで）が対象です。
●と き︓8⽉2⽇（⾦）午後2時〜4時
●ところ︓市役所南館 2F講堂
●参加費︓500円
●持ち物︓⽔彩絵の具、絵筆、バケツ、⽔きりざる
●申込み/問合せは当⽀援センターまで
TEL:366-4664

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

ニュースレターの編集をしていると、ちょっと残念に思うこ
とがあります。本紙は3か⽉ごとの発⾏なので、発⾏のタイ
ミングと⾏事の⽇程が合わず、取り上げたい⾏事をすべて記
事にすることができません。「わくフェス」もその⼀つ。
「わくフェス」は「わくわく市⺠活動・ボランティアフェス
ティバル」の愛称で、主に⼤阪狭⼭市内で活動する市⺠活動
団体を紹介する市⺠活動・ボランティアの祭典です。近隣の
富⽥林や河内⻑野には以前からこのようなイベントがあり、
多くのボランティア団体が参加して定着しているようです。
狭⼭にも様々なイベントがありますが、ボランティア団体を
紹介するものはなかったため、昨年５⽉に社協・公⺠館・市
と当センターの共催で「わくフェス」事務局を⽴ち上げて、
来年3⽉に開催の運びとなりました。5⽉中に参加団体を募集
し、具体的な形を決めていくとのことで、事務局メンバーが
会議を重ねています。このニュースレターがお⼿元に届くこ
ろには参加団体もほぼ決まっている予定です。今回はニュー
スレター発⾏と参加募集のタイミングが合わず、記事にでき
ませんでしたが、次号以降準備の進み具合等お知らせできれ
ばと思っています。
皆さん、来年3⽉にはご⼀緒にわくわくしましょう。（N）
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