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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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「しみんのちから」登録団体NO.339 国際⽂化振興会  

国際⽂化振興会は2017年に⽇本の⽂化の発
信地として狭⼭に発⾜しました。⾼野⼭・
葛城⼭・⾦剛⼭に囲まれ四季折々の⾵光明
媚な⼭あいの町狭⼭。そんな豊かな町に憧
れ世界各国から外国⼈が南⼤阪にやって来
ます。年々増え続けるそんな外国⼈を、当
会はサポートしています。彼らは⽇本に留
学・就労・観光を⽬的としていますが、⽇
本語の学習はもちろん、⽇本の武道・⽂化
に⼤変興味が有り、インストラクターにな
る為に、滞在期間の延⻑⼿続きをする⼈も
少なくないです。また、⼀度⽇本に来たら
帰国したくない⼈ばかりです。外国⼈と接
する時、あなたは⽇本にしかない⽂化のひ
とつとして⽖楊枝の使い⽅、扇⼦と扇の違

いと使い
⽅などを
外国⼈に
聞かれた
ら答えら
れます
か︖お⼟
産として
渡すだけですか︖そんな⽇本古来から伝わ
る⽇本の伝統⽂化を伝えております。みな
さん、興味がありましたらいつでもお⽴ち
寄りくださいね。⽬からウロコの話ばか
り︕ 
問い合わせ︓国際⽂化振興会 
（東胡蝶 桔梗 090-2061-0324） 

２⽉22⽇㈯、SAYAKAホール⼤会議室で、
第3回チラシ⼤賞の表彰式を開催しました。
チラシ⼤賞は、「しみんのちから」登録団
体が作成し、エントリーされたチラシの中
から、広報ツールとして優れたものをび、
表彰するものです。今年度は51点の応募を
いただき、帝塚⼭学院⼤学の⼩幡准教授を
中⼼に厳正に審査し、以下の4団体が受賞し
ました。 
●「グランプリ賞」NPO法⼈南中円卓会議 
●「準グランプリ賞」 
  ⼤阪狭⼭熟年いきいき実⾏委員会 
  情報交流部 
●「特別賞」⼤阪狭⼭吹⽮連合、いきいき 
  写真クラブの2団体 
表彰式の後、⼩幡先⽣より講評をいたき、
チラシ作りの参考になるお話を伺いまし

た。その後、第2部として「第23回市⺠活
動団体交流会」を開催しました。「狭⼭の
副池⾃然づくりの会」、「防犯ボランティ
アグループ」、「NPO法⼈⻘少年⽂武育成
会」の3団体から⽇ごろの活動について発表
していただきました。参加者は36名でた。 

 第3回チラシ⼤賞表彰式と団体交流会 
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第１回ボッチャinさやま        

新春こどもまつり2020  

 
 
              

第８回まちづくり活動発表会 

1⽉24⽇㈮、市⽴公⺠館の多⽬的室で、たんぽぽの丘
主催の「ボッチャ㏌さやま」が開催されました。ボッ
チャとは、ヨーロッパで⽣まれた、障がい者のために
考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種⽬で
す。ジャックボール（⽬標球）と呼ばれる⽩いボール
に、⾚・⻘のそれぞれ６球ずつのボールを投げたり、
転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づ
けるかを競います。参加された10チーム70名ほどのメ
ンバーがゲームを楽しみました。ゲームコートは2⾯に
わかれAコートＢコートで選抜し、決勝戦と敗者復活戦
もあって、楽しく盛り上がりました。参加の団体は
「わんおんぷらす」が2チーム、「たんぽぽ」が4チー
ム、「エンジョイ」「サニーサイド」「ハッピー・
ハッピー」「かがやけ5⼈むすめ」など障がいをもつか
たも健常者も元気よくゲームを楽しんでいました。 

第8回⽬となる「まちづくり活動発表会」を、1⽉25⽇
㈯、SAYAKAホール⼤会議室で開催しました。これは
「しみんのちから」に登録されている団体の中から、そ
の年特に活躍した団体を選んで表彰するとともに、市⺠
⼒、団体⼒につながる機会とするものです。 
今年は、あったかファミリースクール「街⾓オアシス㏌
⼤阪狭⼭」、⼤阪狭⼭健康吹⽮連合、⼤阪狭⼭市ごみ減
量対策推進会議の３団体を表彰し、各団体の代表より活
動報告をしていただきました。その後、参加者全員が3
つのグループに分かれて、各団体が⽤意したテーマ「超
少⼦⾼齢化社会をどう乗り越えていくか」「吹⽮の輪を
広げるには」「家庭での⾷品ロス削減について」で、グ
ループワークを⾏いました。表彰団体のメンバーを含
め、約30名がグループワークに参加し、どのグループ
も活発な議論で盛り上がりました。  

 

市⽴公⺠館で1⽉12⽇㈰に開催されました。こどもまつ
りは遊びと学びの体験できる⼯夫がされています。ス
テージではお琴の演奏、キッズフラダンス、キッズホッ
プダンス、和太⿎演奏・体験、南京⽟すだれ、バルーン
ショー、お話の会、おおさか救命体操などがありまし
た。３階の⼤集会室ではクラフト３種（⾵⾞・⽊の⾞・
ミニコプター）をメンズボランティア狭⼭の⽅が、おり
がみ体験をさやまおりがみ倶楽部のメンバーが⼦どもた
ちに作成指導していました。⽞関フロアと屋外では模擬
店でフランクフルト・綿菓⼦・キャベツ焼き・焼き⿃な
どを９つの市⺠団体が販売していました。当⽇の⼊場者
は6,341⼈でした。 
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第１５期 まちづくり⼤学修了式 

市⺠活動⽀援セミナー 運動は健康の特効薬 

狭⼭池 池底ツアー 
2⽉1⽇㈯、天候にもめぐまれ「狭⼭池池底ツアー世話
⼈会」主催の池底ツアーが開催されました。「池⼲し中
の池の底、歩いてみたくないですか︖狭⼭池の⾮⽇常の
不思議な空間を楽しむ」という企画で、申し込み開始か
らすぐに予定⼈数が埋まり、お断りする⽅も多かったよ
うです。急な企画でしたが、精⼒的に関係機関と調整し
て⾒事に⾏事を進められました。当⽇の参加者は約125
名で1班から12班まで分けられました。対応するスタッ
フは56名でした。南部池底と⿓神社の2箇所で実施され
普段歩く事のないエリアをふみしめました。 
今回は狭⼭池博物館ボランティアや南海広域連携歴史探
訪GW実⾏委員会なども参加してのサポート体制でし
た。 

2⽉8⽇㈯、 市役所南館講堂にて、帝塚⼭学院⼤学の宮
側敏明教授が「〜ずっと健康で住み続けたい〜 運動は
健康の特効薬」をテーマに講演されました。約40名の⽅
の参加がありました。「座りっぱなしは病気を招くので
30分に⼀度は動こう」とか「歩く⼈ほど死亡率は低い」
「早歩きは⻑⽣きの基」「5分・10分の細切れな運動で
もＯＫ」など、⾝近な問題について解りやすく解説して
頂きました。運動は脳を活性化するそうで、うつの予防
にもなるそうです。室内で⾏う気軽な運動など、普段の
⽣活に取り⼊れるだけで無理なく運動が出来ます。 
詳細は⽀援センターのホームページを閲覧して下さい。 
  http://osakasayama-sc.jp  

       

 
 

12⽉21⽇㈯、市役所南館講堂にて、第15期まちづく
り⼤学の修了式が⾏われました。今期は令和元年9⽉
7⽇㈯より「⼤阪狭⼭市の現状」「ゴミ処理の現状と
対策」「ボランティア活動体験」等16の講座を実施
しました。 
⼤阪狭⼭市⻑より修了⽣7名に、それぞれ修了証書が
授与されました。市⻑からは「これからは⼤阪狭⼭
市のプレーヤーになって市⺠の最前線に⽴ってほし
い」との祝辞がおくられ、修了⽣からは「様々な⼈
と出会い、活発な意⾒交換ができ、知識から実⾏へ
と変化している⾃分を感じています」と⼒強い答辞
がありました。今期の受講⽣は例年に⽐して少数で
したが、若者の積極的な参加が⾒られ、いつも以上
に中⾝の濃い話し合いが⾏われてきたのが印象的で 
した。 
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この公開講座は、熟年⼤学の⼀般教養科⽬を公開講座
として、広く熟年市⺠に受講していただく為に⼀般募
集するものです。 
⼤阪狭⼭市⺠に限らず近隣の⽅も受講できます。 
●期間と回数︓公開講座は5⽉から令和3年3⽉まで 
       （8⽉を除く）毎⽉1回 
●受講料︓年間5,000円 
●講座会場︓SAYAKAホール ２階⼤ホール 
●募集⼈数︓250名 
●申込み︓指定の振込⽤紙に記載の上受講料を振り 
               込んでください。 
●申込み締切︓３⽉20⽇㈫ 
●問合せ先︓⼤阪狭⼭市熟年いきいき事業実⾏委員会
（市役所南館） 電話︓366-8899 

春のボランティアジュニアスクール 

令和２年度熟年⼤学公開講座募集 

 

3⽉8⽇㈰に予定していた「〜さやまでわくわく
〜わくわく市⺠活動・ボランティアフェスティ
バル」は新型コロナウィルス感染症に対する府
の⽅針を受けて、中⽌とさせていただきまし
た。 
今まで準備を続けてきた各団体の皆さま、楽し
みにしてくださっていた市⺠の皆さま、⼦ども
たち、ご協⼒いただいていた各学校、企業の皆
さまには申し訳ありませんが、感染防⽌のため
ご理解ください。 

「わくフェス」中⽌になりました 

 

 

ボランティア活動の体験や活動者への取材を通じて、
ボランティアの意義や活動者の想いを学びます。ま
た、取材をもとにニュース番組⾵の発表会を実施し、
参観に来られた保護者のボランティアに対する理解・
関⼼を⾼めてもらうことも⽬的の⼀つです。 

●テーマ︓ニュースの時間 ボランティアを取材せよ 
●⽇時︓3⽉29⽇㈰ 午前10時〜午後3時30分 
●場所︓福祉センターさやま荘・さつき荘 
●対象︓⼩学3年⽣〜6年⽣ 
●定員︓20⼈ 
●参加費︓500円（昼⾷・おやつ代） 
●申込み︓社会福祉協議会内 ⼤阪狭⼭市ボランティ   
     アセンター 
電話︓367-6601 FAX︓366-7407 
メール︓sayama@bf.wakwak.com 
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狭⼭池まつりボランティア募集 

第4回さくらの街のマルシェ  

4⽉25⽇㈯、26⽇㈰に実施する「狭⼭池まつり
2020」にて、実⾏委員と共に運営するスタッフを募集
しています。⼀緒に狭⼭池の⽣誕を祝う「灯⽕輪」
や、⼤阪狭⼭市⺠が⼀堂に集える狭⼭池まつりを盛り
上げていきましょう。 
●募集内容は 
①各本部の運営補助（案内･販売･環境美化など） 
②灯⽕輪の運営補助（準備･受付･回収など） 
③各部会の運営補助（受付・管理など）です。 
協⼒者には、スタッフチケット（￥500分）の補助が
あります。 
●募集期⽇︓4⽉20⽇ 
●問合せ︓狭⼭池まつり実⾏委員会 
  電話︓360-3805  
  電⼦メール︓ikematuri@mydoo.net まで 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シニア向けスマホ講座 
好評のシニア向けの講座を開催します。アンドロイド
対象のスマホ講座で、購⼊されて間もない⽅、使い⽅
をもっと知りたい⽅などがグループに分かれレベルに
合わせた講座です。3⽉23⽇㈪〜3⽉25⽇㈬の3⽇コー
スで午前・午後に分かれて開催します。詳細は募集チ
ラシをご覧ください。 
●締め切り︓3⽉10⽇先着順で受付ます。「官製はが
き」に下記を記⼊の上応募ください。「スマホ講座」
と明記の上、①住所（〒番号）②⽒名（フリガナ）③
電話番号④希望コース（午前・午後） 
●申込み/問合せ 
〒589-0005⼤阪狭⼭市狭⼭1-862-5 
⼤阪狭⼭市熟年いきいき事業実⾏委員会 

電話＆FAX︓366-8899 
http//osaikikj.or.jp/jyukunen/index.htm 

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。 

 

 

 

 

 

 

●⽇ 時︓3⽉29⽇㈰ 午前10時〜午後4時 
●場 所︓SAYAKAホール 1階 展⽰ホール 
⾃分で作る楽しさの共有・新しい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。 
新学期グッズや雑貨、洋服、アクセサリーなど、世界
に⼀つだけのお気に⼊りを⾒つけに、ぜひお誘い合わ
せの上お越しください。 最新情報はインスタグラムで
（@sakuranomachinomarche)更新中です。 
https://sakuranomachinomarche.jimdofree.com/ 
●問合せ : さくらの街のマルシェ sakuranomachi-
nomarche@gmail.com 



-6- 

 

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 
 http://osakasayama-sc.jp/ 

情報ステーション 

市⺠公益活動促進補助⾦案内 

 

 

⼤判プリンター利⽤講習会のお知らせ 
この補助⾦は市⺠公益活動促進基⾦を活⽤し、事業
費の⼀部を市が補助するものです。 
福祉の促進、環境の保全、⻘少年健全育成、⽂化芸
術の振興、国際交流など地域の課題を解決し、様々
な社会貢献活動を実施する団体が応募できます。 
●補助⾦上限額︓⼊⾨部⾨／5万円、チャレンジ 
 部⾨／10万円、⾃⽴促進部⾨／30万円 
●申込み︓3⽉13⽇㈮までに、市⺠活動⽀援セン 
 ター、市役所市⺠協働推進グループで配布する 
 申請書類を市⺠協働推進グループへ直接。申請 
 書類は市ホームページからもダウンロード可 
●公開プレゼン︓4⽉19⽇ 
●問い合わせ 
 市⺠協働推進グループ 
  電話︓366-0011 

  みなさんの活動・情報をこの紙⾯で 

  

 
⼤阪メトロ御堂筋線で、終電を約2時間遅くすると
いう実証実験が⾏われたことはご存知の⽅も多いと
思います。欧⽶に倣って、⽇本でも夜も楽しめる観
光都市を作れるかの実験とのこと。訪⽇外国⼈の消
費額を増やすため、夜の経済活動を掘り起こす（要
するに夜もお⾦を使ってもらう）必要があるという
ことは以前からいわれているようです。欧⽶では観
劇やそのあとの⾷事を楽しむ⽂化が定着していて、
それに⽐べて⽇本は「遅れている」ということも⾔
えるかもしれません。 
しかし⼀⽅で、環境への負荷や「働き⽅改⾰」の問
題などとの兼ね合いはどうなるのでしょう。終電を
遅らせて、夜の街を今まで以上ににぎやかにし、電
⾞を⾛らせるために使う電⼒や労働⼒のことを考え
ると、果たしてそれでいいのかと思ってしまうのは
私だけでしょうか。欧⽶と⽐べて⽇本は遅れている
のかもしれませんが、「遅れている」からこそ選べ
る選択肢もある気がするのは、経済を知らない素⼈
の世迷い事でしょうか。(N)  

編集後記 

●⽇ 時︓4⽉12⽇㈰ 午後2時〜4時 
●場 所︓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︓4⽉11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。 
 http://osakasayama-sc.jp  
●問合せ  
 市⺠活動⽀援センター 
 電話︓366－4664 

  

皆さまの情報の提供をおねがいします。 
E-mail:simin025@yacht.ocn.ne.jp 

 FAX︓366-4664                  


