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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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情報提供 

あまの街道と 
陶器⼭の⾃然を守る会 

さやりん 

 

「しみんのちから」登録団体NO.342 さやま⾳頭保存会  

さやま⾳頭は今から50年以上前狭⼭町制15
周年記念事業としてレコード制作されまし
た。当時は⼩学校の運動会・婦⼈会・地域
の盆踊り等で踊られていましたが、年⽉と
共に次第に忘れられていきました。そんな
時2011年の公⺠館事業として「復活︕さや
ま⾳頭」と銘打って講習会が開かれまし
た。これをきっかけに、さやま⾳頭復活の
声が⾼まり「さやま⾳頭をすたれさせては
いけない」という気持ちも⼤きくなりまし
た。2017年度市制30周年の記念の年に「⼤
阪狭⼭市さやま⾳頭保存会」を⽴ち上げ２
年、⾊々なイベントにさやま⾳頭をとの声
がかかる様になり嬉しい悲鳴をあげていま
す。狭⼭のシンボル狭⼭池を唄ったさやま

⾳頭が狭⼭に根付くよう私達と⼀緒に活動
してくださる⽅⼤歓迎です︕2020年は3⽉1
⽇㈰第三中学校まちづくり円卓会議10周年
記念事業（SAYAKA ホール）、3⽉8⽇㈰わ
くフェス（公⺠館）、3⽉２0⽇㈷ココロふ
れあいライブ春フェス（市⽴公⺠館） 
問合せ︓さやま⾳頭保存会（花柳寿⼀好） 
    080-5702-4173  

⼤阪狭⼭市内ではじめての開催です。市内で活動している市⺠活動団体が⾃らの活動内容を
紹介し、市⺠等に対して活動の意義や参加を提起する機会をつくり、このまちのボランティ
アの輪・⽀えあえる輪・つながる輪が広がることを期待しています。 
既に参加を決めた団体が45団体となり、会場の配置が満杯となりました。 
会場の市⽴公⺠館内外で、⾒る・体験する・⾷べるなどいろいろな趣向を凝らしたイベント
を⽤意しています。 
イベントをお⼿伝いいただける⽅事務局迄 
●と き︓2020年3⽉8⽇㈰ 
●ところ︓⼤阪狭⼭市⽴公⺠館 
●ステージ︓13団体が発表 
●模擬店︓9団体が出店、販売メニュー20種類            
●ワークショップ（体験）︓13団体で体験出来ます。チャレンジ︕ 
●展⽰・ミニワークショップ・バザー︓18団体が出展 
●アトラクション︓マジック・ジャグリング（⼤阪府⽴⼤学奇術部） 
●レーシングカー・レーシングバイク︓ホンダ学園が展⽰。乗って記念撮影できるよ︕ 
●問合せ︓市⺠活動⽀援センター  「わくフェス」事務局電話︓360-1011 
     ⼤阪狭⼭市社会福祉協議会「わくフェス」事務局電話︓367-1761          

 第1回わくわく市⺠活動・ボランティアフェスティバル 

ひねもすピクニックin副池 
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第22回市⺠活動団体交流会 

⽉のまつり    

 
 
              

ミニワークサロン ハロウィンクラフト 

10⽉26⽇㈯ 市役所南館２階講堂で、第22回市⺠活動
団体交流会を開きました。今回のテーマは「地域まち
づくり」です。参加者は21名で、NPO法⼈南中円卓会
議、さやか観光会が活動を報告しました。 
南中円卓会議は、設⽴以来「サロンみらい」の運営、
「陶器⼭元気ウォーキング」、「花いっぱい運動」な
どをはじめ、様々な分野で活動に取り組んできた、今
後は「住み続けたいまちにするには」「多くの⼈に参
画してもらうには」などが課題であることが報告され
ました。 
さやか観光会からは、これまでの設⽴の経過や苦労話
などの報告の後、会員の増員、観光資源の発掘、観光
協会・観光課の設置等、今後の課題について話があり
ました。 
その後、参加者が2つのグループに分かれ「住み続けた

いまち⼤阪狭⼭」をテーマにグループワークを⾏い、
それぞれに活発な議論を交わしました。  

 
 

10⽉11⽇㈮ 当⽀援センターの「ミニワークサロン」
として「ハロウィンクラフト︕ミニカボチャで⽣け花」
を開催しました。 
ハロウィン⽤のミニカボチャに⽬⿐を付け、⽣け花と合
わせて秋らしい作品に仕上げるクラフトです。講師は当
センターのスタッフで、ハロウィンに合わせたミニカボ
チャのクラフトは今年で３年⽬になります。 
「ミニワークサロン」は、ふだん⽀援センターの活動に
関わりの少ない⽅々に、⽀援センターを知っていただく
ことを⽬的として、1〜2ヶ⽉に⼀度の割合で開催して
います。市の広報にも案内を出していますので、ぜひご
参加ください。ちなみに、次回は「モダンカリグラ
フィーでクリスマスカード作り」を12⽉８⽇㈰に開催
します。詳細はP.6をご覧ください。 

10⽉13⽇㈰ NPO法⼈南⼤阪サポートネット主催の
「⽉のまつり」が開かれました。「⽉のまつり」はTo-
Villaファームの収穫を祝う観⽉祭で、３時からTo-Villa
ファームで収穫された無農薬野菜の販売や、⼿打ちそ
ば・おでん・焼き芋などの屋台が出て、６時からはミニ
コンサート。⽊村篤樹・HiraiBAND・宮崎美智⼦・森岡
友美・絵本よってこやなど、地域で活躍するアーティス
トが出演し、楽しいおしゃべりや演奏で⼼温まる時間を
過ごしました。 
台⾵19号の影響で開催が危ぶまれましたが、当⽇は⾬
もすっかりやみ、コンサート終盤には待ち望んだ⽉が雲
間から姿を現しました。⽉明かりのもと、全出演者と参

加者も⼀緒に、この祭りのテーマ曲ともいえる「⽉のま
つり」を歌って、お開きとなりました。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。 
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陶器⼭丘陵とあまの街道講演会 

街道を歩くシリーズ「東⾼野街道」 

「０円キッチン」上映会 
10⽉28⽇㈪ コミュニティセンターにおいて、⼤阪狭
⼭市ごみ減量対策推進会議の主催で映画『0円キッチ
ン』の上映会がありました。上映前に市のごみの現状
の説明があり、平成23年度には、⼀⼈当たり1⽇のご
み排出量が南河内6市町村で最も多かった⼤阪狭⼭市
が、市⺠の協⼒によって昨年度は2番⽬に少なくなっ
た等の話がありました。 
『0円キッチン』は、世界で⽣産される⾷糧の3分の1
は廃棄されてしまうという⾷品ロス問題の現実を扱っ
た映画で、「⾷材救出⼈」のダ―ヴィドがヨーロッパ
5か国を回って、廃棄されてしまう⾷材を救い出し、
おいしい料理に変⾝させる旅を追っています。扱う問

題は重いものの、内容は終始明るく前向きです。上映
決定後の周知期間が短かったものの、50⼈以上の市⺠
の参加があり、アンケートでは「プラごみ減量の取り
組みも知りたい」、「続編もぜひ上映してほしい」
等、積極的な意⾒がたくさんありました。 

10⽉22⽇㈫ さやか観光会の主催で「東⾼野街道」を
歩くイベントが開かれました。⼤阪狭⼭市駅⻄側に集合
して、⾦剛駅→⾵輪寺→富⽥林市→河内⻑野のコース
を、参加者20名とさやか観光会の会員8名の合計28名
で、⻄⾼野街道と合流する河内⻑野楠⽊町までを歩きま
した。台⾵20号崩れの熱帯低気圧のなか、当⽇は⾬を
覚悟して⽤意をしていましたが、朝から薄⽇がさして天
気は回復してきました。⽉例会で知り合いになった⽅々
が、誘い合って参加し、お天気の割には参加者数はまず
まずでした。参加者の皆さんは、「近いのに歩いたこと
がない︕」「知っている様で知らないのが⾯⽩い︕」と
⾔って歩いてました。 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10⽉27⽇㈰ 市⽴公⺠館で三市図書館連携講座の第1
弾として「南河内の⾃然をたずねて」が開催されまし
た。今回の講師は「陶器⼭の⾃然を守る会」の森⼭達
也さんで、あまの街道と陶器⼭の七不思議・あまの街
道周辺の開発と現状・あまの街道の四季・陶器⼭丘陵
のナラ枯れ対策と結果の報告、また、台⾵21号による
被害と復旧についてでした。後半ではあまの街道を彩
る⾃然と⽣き物が写真で紹介されました。 
ナラ枯れは、狭⼭側で1200本・堺側で800本にタオル
と樹脂シートを巻き、5年経過後にタオルなどを外
し、被害を10％程度に抑えられたと報告がありまし
た。 
同会の森⼭さんが撮った写真が無料で提供され、みな
さん喜んで持ち帰りました。 
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市⺠活動⽀援センターでは今年度の「チラシ⼤賞」作
品を募集しています。多くの応募をお待ちしていま
す。 
●応募内容︓実際に使⽤されているオリジナルチラシ 
で1団体作品３点まで。団体名および開催⽇が明記され
ているもの。2019年１⽉以降に作成した作品 
●サイズ︓A4 三つ折りリーフレットや冊⼦形式のも
のは対象外 
●応募⽅法︓作品に応募⽤紙をつけ、来館または郵送 
にて。尚、応募作品は返却できません。  
●応募締切︓2020年１⽉31⽇㈮ 必着 
●審査⽇︓2020年２⽉を予定しています。受賞団体に
は当⽀援センターから直接連絡します。 
●発 表︓2020年2⽉22⽇㈯ SAYAKAホールで開催

する第23回団体交流会で発表・表彰。 
●申込み/問合せ︓市⺠活動⽀援センターVIC 
     電話＆FAX︓366-4664 
     E-mail︓vic@osakasayama-sc.jp 

第8回まちづくり活動発表会 

第3回「チラシ⼤賞」と第23回団体交流会 

帝塚⼭学院⼤学 ⼈間科学部
教授 宮側敏明さんを招いて
セミナーを開催します。 
 
年をとると体が弱っていく
ことは⾃然の減少でありま
す。しかし、運動を適切に
⾏うことで健康状態の改善
や健康寿命を延ばすことも
可能です。 
今回のセミナーでは運動の

効果を解りやすくお話をしていただきます。 

市⺠活動セミナー 

 

 

昨年のグランプリ受賞作品 同準グランプリ受賞作品 

多くの市⺠・団体の⽅々に、「まちづくり」について
関⼼を持っていただくための発表会です。今回「しみ
んのちから」に登録されている３団体より⽇常の活動
を発表していただきます。この機会が「つながり、⼈
づくり、まちづくり」になるものと期待しています。 
 ●と き︓2020年年1⽉25⽇㈯  
      午後1時〜午後4時30分  
●ところ︓SAYAKAホール 2階⼤会議室  
●定 員︓50名（先着順）  
●参加費︓無料  
●申込締切︓2020年1⽉18⽇㈯   
●問合せ︓市⺠活動⽀援センターVIC 
     電話＆FAX︓366-4664 
     E-mail︓vic@osakasayama-sc.jp 

宮側敏明さんプロフィール 
帝塚⼭学院⼤学 ⼈間科学部⾷物栄養学科 教授 
⼤阪市⽴⼤学名誉教授 医学博⼠ 
研究内容︓運動環境⽣理学、温熱⽣理学、運動⽣理学 
 
●と き︓2020年2⽉8⽇㈯ 午後1時30分〜3時 
●ところ︓市役所南館2階講堂 
●テーマ︓運動は健康の特効薬  
●参加費︓無料 
●定 員︓60名（先着順） 
●申 込︓市⺠活動⽀援センターVIC 
     電話・FAX︓366-4664 
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ブラさやま ⻄⾼野街道編 2回シリーズ1回⽬ 

ブラさやま プラネタリウム（冬の星座）と図書館⾒学 

⻄⾼野街道は堺の⼤⼩路を起点にして南下し、河内⻑
野駅で⼀つの⾼野街道として⾼野⼭に向かっていきま
す。 
今回は「⻄⾼野街道」第1回⽬として堺東〜府⽴⼤学〜 
出雲⼤社分祠〜北野⽥駅まで歩きます。 
また、後⽇第2回⽬として北野⽥駅〜⼤阪狭⼭市〜河内
⻑野駅まで歩く予定です。 
 
●と き︓12⽉10⽇㈫ 午前9時30分（集合） 
      （⾬天決⾏） 
●集 合︓堺市役所21階展望ロビー 
●昼 ⾷︓府⽴⼤学中百⾆⿃キャンパス学⽣会館⾷堂 
＊学⾷注⽂可・弁当持ち込可・⾷堂奥にカフェがあり
ます。 
●参加費︓200円 ☆持ち物＝⽔筒        

●申 込︓さやか観光会  
  伊藤︓090-6208-5967、⾼橋︓090-1224-3505 
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。 
 
                       

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南中円卓会議主催 陶器⼭ウォーキング 
第10回陶器⼭ウォーキングは2020年3⽉28⽇㈯に開
催します。 
集合︓南第三⼩学校 
スタート︓午前9時30分 
コース︓2Km/4Km/6Kmから選択参加できます。 
お楽しみ抽選会、豚汁とかやくご飯の振る舞いがあり
ます。また南中のブラスバンドの演奏も予定されてい
ます。 
問合せ先︓NPO法⼈南中円卓会議（広報） 
⼤阪狭⼭市⼤野台2-1-58（ハーティ地下1階） 
電話＆FAX︓072-368-1616 

市⽴公⺠館のプラネタリウムは、解説付きでお⼦さんか
ら⼤⼈の⽅まで誰でも楽しめます。 
冬の星空を解説付きで⾒て、図書館のバックヤードまで 
普段⾒られない所を⾒学します。 
 
●と き︓1⽉25⽇㈯  午前10時〜11時30分 
●集 合︓市⽴公⺠館 午前9時30分 
●参加費︓200円 
●申 込︓1⽉6⽇㈪  午前11時〜1⽉22⽇㈬ 
     午後5時まで 
●受 付︓さやか観光会 橘︓090-1678-7533 

出発ポイント 13⾥⽯ 

昨年の様⼦ 
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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︓橋本 巌 
 編集責任者︓早野 秀夫 
 〒589-0005 ⼤阪狭⼭市狭⼭1-862-5 
  ☎・Fax︓072-366-4664 

E-mail:simin025@yacht.ocn.ne.jp 
URL http://osakasayama-sc.jp/ 

情報ステーション 

ミニワークサロンを開催します 

 

 

⼤判プリンター利⽤講習会のお知らせ 
モダン・カリグラフィ 
ーでクリスマスカード
作り︕ 
 
線の練習からしますの
で、初めての⽅も⼼配
ご無⽤です。 
ポストカードサイズのクリスマスカードを作りま
す。筆ペン、ポストカードは⽤意します。 
 
●と き︓12⽉８⽇㈰ 午後２時〜４時 
●ところ︓市役所南館２階講堂  
●参加費︓500円(筆ペン・ポストカード代含む) 
●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 

  

 
今年の災害は、地震以外に、台⾵などの集中豪⾬で
河川が決壊して洪⽔の被害が広範囲にでています。
今までの考えの範囲を超えた対応が必要になってき
ました。 
どこまで対応すれば良いか⾮常に難しい判断になり
ます。安⼼と安全をまもるためにインフラ整備の重
要性が⾼くなっています。 
私⾃⾝の住んでいる場所を、市役所のホームページ
のハザードマップで確認した所、新池が決壊した場
合は、１階までの浸⽔のおそれがあることがわかり
ました。⾃宅は⾼層階にありますが，電気室などの
設備が1階にあるため、停電にたいする対応と飲料
⽔の問題と、駐⾞場の浸⽔も考える必要があること
がわかりました。 
この事実を地域で共有することも重要になります。 
市役所のホームページには、地震の場合や超⾼密度
気象観測ポイント情報や、⻄除川（草沢歩道橋）河
川カメラ画像の情報も掲載されていますので防災情
報も確認出来ます。（う） 

編集後記 

●と き︓12⽉6⽇㈮ 午後６時〜８時 
●ところ︓市役所南館2階 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︓12⽉5⽇㈭ 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  
●問合せ  
 市⺠活動⽀援センター 
 TEL︓366－4664 

  

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。               


