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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市⺠公益活動補助⾦公開プレゼンテーション

1

助⾦公開プレゼ

しみんのちから

2021年6月

4

4⽉18⽇㈰、市役所南館・講堂にて、⼤阪
狭⼭市市⺠公益活動促進補助⾦の令和2年
度「事業報告」および令和3年度「公開プ
レゼンテーション」が⾏われました。
市⺠公益活動促進補助⾦の令和２年度事業
報告では、特定⾮営利活動法⼈南⼤阪サ
ポートネットが事業について報告をしまし
た。また令和3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南
⼤阪サポートネットが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
動法⼈南⼤阪サポートネット「地域で作る
“⽣きづらい⼈々の居場所”トビラファー
ム」、「『不登校ひきこもり実態調査と相
談会の開催』事業」の1団体2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.355 グリーンバード⼤阪狭⼭

陶器⼭の⾃然
キビタキ
情報提供
あまの街道と
陶器⼭の⾃然を守る会

「きれいな街は、⼈の⼼もきれいにする」
をコンセプトに誕⽣したgreen bird。2002
年東京・原宿表参道で活動がスタートしま
した。誰でも気軽に楽しく参加できるゴミ
拾いボランティア活動で、その活動は⽇本
中に、さらに世界へと広がっています。
グリーンバード⼤阪狭⼭チームは2018年6
⽉に設⽴。主に公⺠館、⼤阪狭⼭市駅周辺
で活動し、「何かをやってみたい」「ボラ
ンティアをしたい」「社会参加したい」と
考える⼈のきっかけづくり、交流の場を⽬
ざしています。
活動には⽼若男⼥誰でも参加でき、指定さ
れた場所に集合するだけ。⽤具もチームで
準備します。⼿ぶらで参加できますのでお
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気軽に参加ください。活動は不定期（基本
⼟⽇祝）ですが、下記ホームページにてご
確認ください。
http://www.greenbird.jp/news/osakasayama/entry/7565
参加を希望される場合は、下記の⼤阪狭⼭
チームのフォームからお願いします。
https://form.run/@greenbird-osakasayama
※密を防ぐた
め、お掃除は２
０名以内で実施
します（事前申
込の先着順）

まちのリビング「すきいま」へようこそ
⼤阪狭⼭市駅前の「すきいま」は地域に開かれた「学
ぶ・つながる・みんなの交流スペース」でどなたでも利
⽤できます。活⽤としては 1.ほっこり過ごせる居場所
として 2.イベントや学びの場として 3.情報交換の場
として 4.すきいまのシンボル⼤きな⿊板の活⽤ 5.居
⼼地の良い空間 6.学びを応援する設備 7.キッチンス
ペース ８.多⽬的に使えるホールなどあります。施設
の開設⽇は基本、⽉〜⾦曜⽇の10︓00〜16︓00不定休
です。＊開設⽇の利⽤時間が変更になる場合があります
ので、facebookやInstagramを確認ください。運営ス
タッフの登録者は現在24名ですが、登録スタッフも募
集中です。
（Facebook︓https://www.facebook.com/

ibasyosukiima/about）
Instagram: https://www.instagram.com/
ibasyo_izumi/
利⽤の相談は︓⼤阪いずみ市⺠⽣協 地域活動推進部
072-232-3095（⽉〜⾦ 9︓30〜16︓30）

熟年⼤学開講式
コロナ禍のなかですが、感染予防対策をとって4⽉8⽇
㈭SAYAKAホール⼤ホールにて開催し、古川市⻑から
⼊学への祝辞をいただきました。

この事業も市との協働事業として今年で2０年になりま
す。記念⾏事や記念誌の計画も進⾏中とか。
今年度の受講⽣は専⾨科375名、公開講座受講⽣は
125名です。壇上では在籍15年の受講⽣なども表彰さ
れました。
専⾨教科は13教科あり、年間30回の授業と10回の公
開講座の受講で来年3⽉末の修了になります。熟年⼤学
は継続受講ができるのでリピーターが主になってきて
いて、新規の熟年者の応募が少なくなっています。受
講料も熟年いきいき事業実⾏委員会のボランタリーで
他市の⽼⼈⼤学より格安になっています。熟年者は増
えているはずなので、参加者を増やすための課題があ
ります。

狭⼭池クリーンアクション
4⽉24⽇㈯約100名の参加者が集まり、狭⼭池の⻄除川
流⼊⼝周辺を掃除しました。コロナ禍ではありますが、
参加者全員が感染予防対策を講じてゴミを拾い集めまし
た。掃除前に橋の上から池をのぞき込むと、汚いゴミが
沢⼭浮遊していました。これは気持ちの良いものではあ
りません。近くに降りると、ゴミはペットボトル・ビ
ニール袋・プラスティックの破⽚等、⼟壌に帰らない物
が沢⼭ありました。これらは放置すると⿂・⿃類の⽣態
系にも影響を及ぼします。捨てる前にちょっと配慮する
と、ここには流れつかないのでは︖と思います。その⽅
法は⾊々あると思いますが、先ずは意識を⾼める事が必
要だと思います。
クリーンアクションの活動は毎⽉第４⼟曜⽇に実施して
います。申し込み不要ですので、ぜひご参加ください。

但し、⼤阪府の緊急事態宣⾔発出中は活動を中⽌する場
合があります。
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第17期「まちづくり⼤学」受講⽣募集（受講期間
＜開講式 9⽉11⽇㈯、公開講座 9⽉18⽇㈯、修了
式 令和4年1⽉29⽇㈯＞「住み続けたいまち⼤阪狭⼭
市」を実現するため、今年も「まちづくり⼤学」を開
講します。あなたの地域での⽣きがいと新たな居場所
を⾒つけるためにお申し込みをお待ちしております。

TEL・FAX︓072-366-4664
E-mail : simin025@yacht.ocn.ne.jp
開催⽇等については変更の場合もあります

講座内容等については、下記施設に配架のパンフレッ
トをご覧ください。
（配架場所）図書館・社会福祉協議会・体育館・循環
バス⾞内・市⺠活動⽀援センター他
受講料︓1,500円

ところ︓市役所南館講堂他（施設⾒学の場合は現地）
申込期間︓7⽉1⽇㈭〜8⽉20⽇㈮

10⽉2⽇ （⼟）

10⽉8⽇ （⾦） 10⽉23⽇ （⼟）

11⽉6⽇ （⼟）

11⽉20⽇ （⼟） 11⽉26⽇ （⾦）

12⽉4⽇ （⼟）

12⽉11⽇ （⼟） 12⽉18⽇ （⼟）

講座開催⽇

⼀定の修了条件を満たせば市⻑より修了証書を授与
定 員︓30名（先着順）

令和3年９⽉〜令和4年１⽉）

1⽉15⽇ （⼟）
ボランティ
ア体験

申し込み先︓⼤阪狭⼭市市⺠活動⽀援センター

1⽉22⽇ （⼟）

10⽉〜12⽉の間

Ｚｏｏｍの使い⽅⼊⾨講座
コロナ禍で市⺠活動が制限される中、オンラインの活
⽤がますます必要になっています。これからの座談会
や会議等新たな活動の仕⽅としてICTツールをうまく使
うための「Zoom（ズーム）の使い⽅⼊⾨講座」を下記
の内容で開催予定です。この講座は6⽉開催予定のもの
を延期しました。

１．⽇時︓令和3年8⽉21⽇㈯ 10:00〜12:00
２．会場︓市役所南館 講堂
３．講師︓NPO法⼈ たんぽぽの丘
WEB担当 野邨 浩⼦さん
４．定員︓15名
５．持参品︓パソコン（カメラ・マイク装備している
もの）、筆記⽤具
＜参考＞
Zoomとは、パソコンやスマートフォンなどの端末を利
⽤して、複数⼈で映像や⾳声のやり取りができるWeb
会議ツールです。
⾼画質な映像に対応しており、遠隔でもストレスを感
じずにコミュニケーションを図ることができます。

ボランティア講座 （はじめの第⼀歩）
初めてボランティア活動に参加したいかた募集です︕
●申し込み︓電話・メールなど
ボランティア活動に興味はあるけれど、「何をすればよ ●問合せ︓072-360-1011（VIC）
いのかわからない」、「なかなか最初の⼀歩が踏み出せ
E-mail:vic@osakasayama-sc.jp
ない」と思っている⽅、まずはこの講座に参加し、ボラ
ンティア活動の基本的な知識や⼼構えを知り、「最初の
第⼀歩」を踏み出してみませんか︖ 市⺠活動⽀援セン
ターには市内で活動されている団体が260団体ほど登録
されており、いろいろな活動団体があります。ご⾃分の
興味のある団体や活動内容などを知りボランティア活動
に参加のきっかけを作ってください。
●と き︓令和3年7⽉17⽇㈯ 10:00〜11:30
●ところ︓市役所南館 講堂
●募集⼈数︓10名(先着順）
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市⺠公益活動促進基⾦に寄附を︕

⼤判プリンター利⽤講習会のお知らせ
●⽇ 時︓6⽉13⽇㈰ 14:00〜16:00
●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１
●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
ポスター、横断幕、のぼり、写真等を印刷
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保存した
USBメモリー
●申し込み︓6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:072-366－4664 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︓072-366－4664

市⺠公益活動促進基⾦は、市⺠と⾏政が協働し市⺠
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
た寄附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
いただいた寄附⾦と同額を市が上積みすることで、
寄附⾦の2倍の額が基⾦に積み⽴てられます。
基⾦の活⽤内容︓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。
寄附の⽅法︓「⼤阪狭⼭市市⺠公益活動促進基⾦寄
附⾦申出書」にご記⼊の上、寄附⾦と合わせて 直接
市役所へお持ちください。ご寄附いただいた⽅のお
名前と寄附⾦額を「広報おおさかさやま」で公表し
ています。匿名を希望される場合は、申し込み時に
お申し出ください。

みなさんの活動・情報をこの紙⾯で
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︓072-366-4664

編集後記

⼤阪に発出されていた緊急事態宣⾔の期間が延⻑に
なり、６⽉の当センター主催の⾏事も⼀つは８⽉に
延期、⼀つは中⽌が決定しました。
なくなった⾏事を⼊れる予定だった枠に⼊る他の記
事があるのかわからないまま、先に「編集後記」を
書いています（笑）。
センターの会議室も使えないため、このニュースレ
ターの編集会議も初めてオンラインで開催すること
になりました。今の状況ではわざわざ会議室で顔を
あわせなくとも、各⾃が⾃宅から参加できるのな
ら、その⽅が安⼼・安全で時間の無駄もない。とは
いうものの、実は私はオンライン会議なんて初めて
で、うまく参加できるのかちょっとドキドキです。
コロナ禍は私たちの⾏動をずいぶんと制限して、ス
トレスが溜まります。でも、⾃分では絶対始めよう
と思わないことに背中を押してくれる⾯もあるよう
です。マイナス⾯を考えると気の滅⼊ることばかり
ですが、コロナ禍のおかげでこんなことができるよ
うになったと考えてみれば、少しは前向きになれる
気がします。 (N)

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/
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