市民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。

大阪狭山市市民活動支援センター情報誌

大阪狭山市のマスコット
さやりん
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市民団体によりそえる支援センターへ
新型コロナ感染防止の「緊急事態宣言」が
発出されている状況下で、市民生活や経済
活動そして市民活動団体に及ぼす影響は計
り知れず、未だ収束の兆しは見えない中で
多くの方が経済的・精神的に苦難を抱えて
おられることと存じます。当支援センター
では市民活動団体にコロナ禍での活動の現
状についてアンケートを実施いたしまし
た。回答の中で特に多かった悩みが、常日
頃の活動として使用している場所が、コロ
ナ禍のため使用できないことでした。当支
援センターに対しては、コロナ禍の中でも
頑張っている団体の活動情報や催し物情報
を発信していただきたい等、数多くの要望
が寄せられました。当支援センターとしま
しては、身近に相談できるセンターとし
て、また今後、より一層市民活動団体の皆

様方のご要望に応えられるよう、8月から
スタッフ全員がチームを組んで市民活動団
体の皆様方にお伺いし、支援策等お役に立
ちたいと考えております。コロナ禍の今だ
からこそ、普段出来ないことにチャレンジ
し、スタッフ全員が気持ちを新たに取り組
んでまいります。
（支援センター長 橋本 巖）

情報ステーション

「しみんのちから」登録団体NO.008 NPO法人ワークレッシュ

陶器山の自然
サンショウクイ
情報提供
あまの街道と
陶器山の自然を守る会

2002年、市内で子育て支援活動や市民活
動を担う有志が出会い、「自主・自立、多
様性と人権の尊重、非暴力の精神」を理念
に、NPO法人ワークレッシュを設立。～子
どものためのコミュニティ・スペース～
ワークレッシュ（年齢・校区を問わない夜
間までの地域の子どもの居場所づくり）を
創業しました。現在の中心的事業は、認可
外保育施設「ワークレッシュ」と障害のあ
る子どもたちのデイサービス「フェイス」
です。自分でやってみようという気持ちや
もったいない精神を大切に、ここに関わる
人たちや子ども自身が、力と知恵を合わせ
て、地域社会の資源として活きることを実
現しています。
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これまで様々な子ども・子育て支援活動に
取組んできました。これから手掛けるべき
ことや役割は何だろう――。日々の実践の
中から、小さな声や見えにくい存在に心を
傾けながら、歩みを続けていきます。これ
からも応援よろしくお願いします。
利用者・スタッフ共にいつも募集中です。
ホームページ http://workcreche.org/

新型コロナのアンケートを受けて
昨年度に続き、2回目の新型コロナ感染防止による影響
度について117団体を対象にアンケートを実施しまし
た。コロナ禍の中、どのような対処を行いながら活動し
ているのか等、情報把握を行い、この情報をお互いに共
有することで、今後それぞれの取り組みに活かしていく
ことを目的として実施しました。
〇調査期間：5月～6月
〇回 収 率 ：40％（47団体）
コロナ感染防止の影響によって、スタッフと利用者の安
全性確保のため活動中止になっている団体が多く、人と
人との繋がりが希薄になっています。
市民活動団体は「人と人との関係性」を一番重視してお
り、故にこの状況にどのように対応していけるかが問わ
れています。
このような結果を受けて、当支援センターは他の中間支

援組織や行政等と連携しながら、早急に取り組むべきこ
とを検討し、推進してまいります。
今回のアンケートをもとに、団体や利用者が抱える課題
が少しでも緩和・解消でき、また市民活動団体が継続的
に取り組めるよう支援して参りたいと考えています。
（支援センター 副センター長 中西 豊次）

ボランティア入門講座
7月17日㈯ 市役所南館講堂にて、「はじめてみません
か！ボランティア活動」をテーマに当支援センタース
タッフによる入門講座を開催致しました。3名の方に参
加を頂き、ボランティアの意味・歴史・心構えから始ま
り、ボランティア活動の実態紹介等を行いました。ボラ
ンティアが初めてという若い方が参加、熱心に聴講して
頂きました。ボランティア活動の基本は、対人間への活
動。人と人との関係。相手があっての活動。相手の気持
ちを尊重し、相手とどう関わるか考えることは大切。活
動を始めたら「活動に責任を持つ」という心構えが必
要。また、長続きする活動を。無理のない活動として➀
活動の時間にゆとりを②家族などの理解と協力を③自分
にできる活動かどうかの判断を。等のボランティア活動
を始める前の心構えをご理解いただいて、今後の活躍の

「最初の一歩」を踏み出す後押しをさせて頂きました。
また、当支援センターの活動内容についても大変ご理解
を頂きました。

こども・親子科学教室
今年は狭山池まつり実行委員会のこども教育部（新設）
主催で8月7・8・9日の3日間開かれました。小学4年生
～中学3年生が対象です。教えるのは大阪府大・市大の
先生がたです。初日の7日は「電池4兄弟」乾電池、太
陽電池、燃料電池などの原理を理解し、太陽電池を利用
した充電器もつくりました。8日は「目にみえないモノ
を見る」「ドローンを使って未来の街を創造しよう」、
9日は「超伝導・リニアの不思議」「作って学ぶ、浮力
の不思議！」で、それぞれ顕微鏡の世界やドローン、リ
ニアモーター、水中ロボットの仕組みなどを学びまし
た。この行事は今年で7年目になり、未来の科学者をめ
ざしてほしいという先生がたの思いにより継続されてき
ました。活動の様子は狭山池まつり実行委員会のホーム

ページのリンクで見ることができます。
ＵＲＬ https://www.mydoo.net/ikematuri/
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第１７期まちづくり大学

公開講座

「新・防災対策～私たちに今できること～」

第17期まちづくり大学が9月11日㈯よりスタートしま
す。「公開講座」は受講生以外の方も参加が可能な講座
です。講師は、防災クリエイティブマネージメントの岡
本裕紀子さん。
防災に関しては、NHK・各新聞社に取り上げられ著書
としても数多く出版されております。
講演の特徴は「とにかく身近で今すぐ取り組める防災対
策」をお伝えすることです。講師自身が体験・実験して
試行錯誤を重ねた「岡本流防災対策」。「あなたは乾パ
ンやアルファ化米を手作りできることを知っています
か？」「太陽光を活用して調理できることを知っていま
すか？」など、日常生活のすぐそばにある切り口から明
日を生き抜く防災対策を紐解きます。
日 時：9月18日㈯ 14:00～15:30
場 所：SAYAKAホール大会議室

第２５回団体交流会

定 員：先着50名（要申込）
参加費：無 料
申込先：大阪狭山市市民活動支援センター
電話・FAX 072-366-4664
メール simin025@yacht.ocn.ne.jp
ＵＲＬ

https://www.kouenirai.com/profile/9279

―コロナ禍での団体活動についてー

今回はすべての団体が対象です。
コロナ禍が続きどこの団体も多くの制約を受け、活動に
影響を受けています。しばらくの我慢だと頑張ってき
て、また今回の4度目の緊急事態宣言の発令です。活動
も軌道に乗らず、どこも苦しいところです。このような
中をどう乗り越えていけばよいのか、またこれまでどの
ように乗り越えてこれたのか話し合ってみましょう。
今回はすべての分野で地域活動をされているみなさんが
対象です。みなさんの努力や工夫の中に、新しい発見が
あるかもしれません。
日 時：9月4日㈯ 13:30～15:30
場 所：市役所南館２階 講堂
参加費：無 料

主催/申込/お問い合わせ
大阪狭山市 市民活動支援センターVIC
TEL：072-360-1011
FAX：072-360-1012

狭山ニュータウン謎解きウォーキング＆さやマルシェ
「まちびらき」から50年が経過する、緑いっぱいで親
しみやすいまち、狭山ニュータウン。
この度、狭山ニュータウンの魅力を発見し、世代や立場
を超えた新たなコミュニティづくり、持続可能なまちづ
くりを進めるきっかけとして開催します。
狭山ニュータウンの公園を、クイズに答えながらウォー
クラリーした後は、東大池公園のマルシェで、おいし
い、楽しいハロウィンのひと時を過ごしませんか。
開 催 日 ：10月30日㈯、予備日31日㈰
謎解きウォーキング
4か所のラリーポイントを巡って景品をゲット
時
間：10:00～12:00
集合場所：大阪狭山市コミュニティセンター

定
員：先着100名（要申込）
申込方法：QRコードの専用フォームにて
参 加 費 ：無 料
さやマルシェ
約20店舗出店
時
間：11:00～16:00
会
場：東大池公園（大野台4丁目）
入場無料
会場周辺は駐車禁止
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わくフェス開催に向けて稼働
「わくフェス」は「わくわく市民活動・ボランティ
アフェスティバル」の愛称。主に市内の市民活動団
体が活動を紹介したり、参加を促していく市民活
動・ボランティアの祭典です。令和2年3月に実施予
定でしたが、コロナ禍のため直前で中止、今年の3月
に延期したもののこれも中止。しかし今度こそと、
令和4年3月6日㈰に開催する方向で動き出しました。
共催の大阪狭山市、社会福祉協議会、公民館、当支

援センターの担当者が7月から会議を重ねています。
コロナ禍で集まることが難しい日々が続いています
が、こんな時こそ改めて人と人のつながりの大切さ
を感じることも多くあります。当初の計画より規模
は小さくせざるを得ませんが、何とか工夫して実施
したいと思っています。詳細が決まり次第にホーム
ページやチラシでお知らせします。

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
●日
●場

時：10月10日㈰ 14:00～16:00
の上、当支援センター FAX:072-366－4664 へ
所：市役所南館2階 市民活動支援センター
電子メールの場合は
のミーティングルーム１
soumu@osakasayamasc.onmicrosoft.com
●対 象：市内で活動する市民活動団体関係者
支援センターホームページからも申込みできます。
●内 容：大判のインクジェットプリンターを使って
http://osakasayama-sc.jp
ポスター、横断幕、のぼり、写真等を印刷 ●問合せ
する方法の講習会です
市民活動支援センター
●参加費：無料（材料費は実費）
電話：072-366－4664
●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：10月8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

編集後記
良かったのか悪かったのか、東京オリンピックが終
わった。まだパラリンピックを残しているので、ま
もなく終わろうとしているというべきか。真夏の開
催に疑問を感じた一昨年。コロナ感染の拡がりから
延期が決まった昨年。開催か中止か、結果は無観客
での開催が決まった今年。国立競技場の設計デザイ
ンの変更や直前の大会組織委員会の会長辞任など、
いろいろな経過をたどった2020東京オリンピッ
ク。思い起こしてみれば、オリンピックという言葉
に心躍らせた1964年。あの時は確かに未来が輝い
ていたし、将来を夢見たように思ったものだ。しか
し時の流れは残酷で、あれから57年。自分を取り巻
く状況はすっかり様変わりした。今やオリンピック
に心を躍らせることはなく、心もとない老い先を見
つめるばかりだ。ああ、少なくとも50年後の自分は
ないのだ。残る人生、コロナなどに打ち負かされる
ことなく、もう一度爆発させてみよう。聖火の火は
消えても、心の火は灯して生きよう。有終の美を
飾って終えてみたいものだ。（Hr）

大阪狭山市市民活動支援センター
News Letter Express
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