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9月の花 

彼岸花 

 

大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

 大阪狭山市の中高生が所属する表現倶楽部「う 

どぃ」をサポートするために、平成17年7月に設

立し、現在は、大阪狭山市の小学生から大学生、

社会人へのサポートを行っています。 

 具体的には、 

①小学生による「うどぃジュニア」の募集と活 

 動サポート。 

②市立公民館青少年セミナー事業、表現倶楽部

「うどぃ」の全面支援 

③高校生以上の部員やうどぃ卒業生、大阪狭山市 

 内外の大学生や社会人が所属する「さやま未来

プランナー」の運営とサポートをしています。 

 表現倶楽部「うどぃ」は毎年春にSAYAKAホール

で定期公演をしており、これまで4回の公演で

4,000名を超える観衆の皆様と感動を共有するこ

とができました。 

 子ども達は「一生懸命はかっこいい」「肝（き

む）高く生きる」を合言葉に、一生懸命練習し、

公演での成功体験を実感することで一回り成長し

ます。 

 現在、約１００名の方がサポートしていただい 

 ております。 

 「うどぃ」に共感し、一緒に成功体験を共有し

てみませんか。 

「サポーターズクラブ」へご加入いただき、 

「うどぃ」のサポートをお願い致します。 

【サポーターズクラブ】個人会員：一口2,000

円、団体会員：一口5,000円(団体会員は公演パン

フレットでの広告付き） 

  E-mail:kijimunanokai@yahoo.co.jp 

  TEL:072-365-3465 

 

 

 ボランティア・インフォメーション・コーナ（VIC）は、“ボランティアを

はじめてみませんか”“できること、やりたいことを通じて新しい出会い

と、やりがいを見つけませんか”を合言葉に７月にスタートしました。 

 従来からの市民活動支援力に、VIC機能 

を加えることにより、より多くの市民

に、ボランティア活動への参画意欲を 

高めていただく事ができればと切望しつ

つ運営して参ります。 

 VICは、ボランティア活動に

参加したい人や、ボランティア

を必要とする市民・市民団体の

応援団です。 
 

●ボランティア活動をしてみたい 

●ボランティアを募集したい 

●ボランティアに関する学習の機会に 

 ついて知りたい 

●ボランティアに関するさまざまな活 

 動情報を提供して欲しいなどの要請 

 に的確にお応えできる総合窓口をめ 

 ざします。 

これらの役割を果たすために 
 

 ●市内のボランティアに関する情報の 

  一元化 

 ●ボランティア活動分野毎の行政関連 

  部署との連携体制づくり 

 ●お問い合わせに的確に応じられるス 

  タッフの養成を鋭意推進して参ります 



 

 

 昨年から市と熟年いきいき事業実行委員会が協働運営

する大阪狭山市健康ウォーキング大会の第2回目が開催

されます。 

 

● 事前、ウォーキング講習会 

と き： 22年9月26日（日） 

ところ： 狭山池博物館（講演） 狭山池公園（実習） 

じかん： 10:00～ 

受 付：  9:30より博物館で 

募 集：  参加費 無料 

内 容： 10:00～11:00 ウォーキングの理論と実技指導  

               ウォーキングシューズの選び方 

     11:10～12:30 ナンバ歩きの実践 

 

  

 

 

第2回 健康ウォーキング大会 
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夏のボランティア ジュニアスクール プルトップの仕分けのお手伝い 

 

  

 

 

 

 こんな活動があります  大阪狭山市廃棄物減量推進員 

昨年の様子 

● 本番の健康ウォーキング大会 

と き： 22年10月23日（土） 

ところ： さやか公園出発 狭山池公園・周回コース 

じかん： 開会9：30～12:00 受付9:00 

募集人員： 300人 ＊小学生以下は保護者同伴 

参 加 費： 200円（小学生以下は無料） 

内   容： 狭山池周回コースを80分各人ペースで 

申し込みは： ハガキ、FAXで 

申し込み先：〒589-0033 大阪狭山市岩室1丁目97-3 

             大阪狭山市立保健センター FAX:366-1350 

①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番

号⑥ボランティア介護の必要の有無を記入して申し込

みください。 

 

 

 ごみ減量と再資源化の推進するため、市民と市が協働で調

査、研究、啓発を行う事を目的として、「大阪狭山市ごみ減量

推進会議」を設置されます。 

 この会議に参加するために「大阪狭山市廃棄物減量等推進

員」の委嘱式が、8月7日(土)10時から市役所3階会議室で開催

されました。21名（5名欠席）が出席し、市民部北岸部長より

委嘱状が、一人ひとりに渡されました。 

 式後、大阪狭山のごみの現状について、生活環境グループ田

中課長より説明があり、４班に分かれてごみについての意見交

換会を行いました。さらに、8月21日（土）13時からSAYAKA
ホール大会議室において、「大阪狭山市ごみ減量推進会議」の

総会が行われる予定です。 

   大阪ボランティアセンターでは小中学生を対象とした夏

休みの期間を利用したプログラムが組まれている。 

 この日は「プルトップ部会」が毎月実施しているプルトップ

の選別・仕分け作業を小学生の男女2名も加わり作業に参加

し、磁石を利用したアルミと鉄の区分けや５Kg単位での袋ず

めなど体験した。 

 プルトップは市内１１ヶ所の回収箱を設置しており他地区か

らの送付もあり活動の輪が広がっている。 

 すでに車いすも９台獲得して市役所・公民館・小学校など

へ寄贈されている。また協力いただいている方への報告を兼

ねた「プルトップ通信」を発行（現在67号）されている。 



 

 

大阪金剛ロータリークラブ 

がん撲滅運動講演会とソプラノ独唱 
確定補助金 86,000円   

事業催行日平成22年6月22日（土） 

 

 事業対象者は市

内在住市民・・・・ 

SAYAKAコンベン

ションホールへの

当日参加者は76

名。 がん検診によ

る早期発見と早期

治療、禁煙による発生率の減少を図るための「がん撲

滅運動」宣言と講演会。（但し案内チラシ表記のメイン

女優講師仁科亜季子氏は欠席。 代わりに大阪府立

成人病センターの井岡亜希子氏の講演だが、専門分

野の統計的説明で難解だったかも・・・。 

 

22年度公益活動促進委員を紹介します 
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平成22年度市民公益活動促進補助金対象事業の紹介  その１ 

 公益促進補助金対象事業ってどんな事

 

 
  

若駒会 

大阪狭山将棋の祭典in SAYAKA 
確定補助金 240,000円 

事業催行日平成22年8月22日（日） 

 子どもを取り巻く保護者・地域が、大人としての

自覚と分別を

持って協力しあ

いながら、一人

でも多く人間性

の深い子どもを

育て、安心して

暮らせるまちづ

くりの一端を担

うことを目的と

する将棋の祭典 in SAYAKA ・・・ 

 市内及び近隣他府県

から153名の児童エント

リーがあり開会式では

吉田市長の挨拶も。 

珊瑚の会 

紙芝居を創ってみよう 
確定補助金 100,000円 

事業催行日平成22年8月19日（木） 

 

市立公民館で小学生を対

象に手作り紙芝居の講座

を8月17日～19日の3日間

開催。 

 

 

 

 ストーリーを創る、絵

を描く、その完成発表で

は「世界でただ一つの自

分の紙芝居」を皆が堂々

と初演。 参加の児童は

夏休みの良い経験ができたのでは。 

KIZUNA☆倶楽部 

寺子屋カフェ 
確定補助金 100,000円   

事業催行日平成22年8月25日（水） 

 ５月から毎月１回、コミュニケーション能力、地域の

人々の心のゆとりの向上、交流を活発にするためのスキ

ルアップセミナー「寺子屋カフェ」を実施。 

 

 参加者は40代～60代

女性。 繰り返しの笑顔

から自己の満足度への

表現方法の引き出しと

気づきを強調。 ボラン

ティア活動と言うより、こ

の事業は、ややコミュニ

ティビジネス指向に近い印象。 

 平成22年8月27日に9人の委員が大阪狭山市長から

委嘱を受けました。今後２年間において市民公益活動

の促進に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査

審議していきます。 

＜促進委員会の経緯＞ 

 平成14年8月に促進委員会を設置後、「市民公益活

動における促進諸施策のあり方」について審議を重

ね、「市補助金制度と支援基金制度」、「協働によるま

ちづくりの進め方」、「市民公益活動団体への事業委託

の推進」に関する答申や、市の施策に対しての意見書

を提出し、市の公益活動促進に関するルールづくりに

大きな役割をはたしています。 

＜市民公益活動促進委員会委員＞ 

大西圭介（市民）、北岸彰（市民）、三谷瑞江（市民）、

宮崎好則（市民）、西田耕一（大阪狭山市商工会・事務

相談役）、上田響志美（関西大学・教授）、溝手真理 

（帝塚山学院大学・教授）、野並亮介(OSAA理事）、 

辻信夫（地区長会幹事） 



 

 

市民活動支援センタースタッフ紹介（６） 

 ボランティアグループ連絡会では、夏休みを対象に １１のテーマ別 

夏休みジュニアボランティアスクールを催行した。  

 折り紙、クラ フト、料理、車椅子、お話しの会等その分野は広い。   

その中で、7年間継続のプルトップ収集の仕分け作業に2名の学童が  

ボランティア体験で汗を流した記事が2面に掲載してある。 

 最近の児童虐待のニュースを聞くたびに胸が痛くなる。  

我意な子どもに対する育児の葛藤は、親の姿が鏡となり子供と共に成

長し、将来、自分の頼りとなる存在に！！が本音かもしれない。 

 その点、プルトップの仕分け作業のボランティアに応募された 児童

の親ごさんは汗する体験を希求されご立派とお見受けした。 

 家族と周りの人たちの援護があってこその子育てには、地域の皆さ

んの手助けがおおいに機能するのでは・・・  

 子ども達の未来が安心でき、高齢者が落つける社会となる様に  

願いつつボランティア支援を継続したいものである。 （A)  

大阪狭山市市民活動支援センター 
 News Letter Express 
 発行責任者：氏川 誠 
 〒589-0005 大阪狭山市狭山１-862-5 
    ☎・Fax 072-366-4664 
〔Eﾒｰﾙ〕 simin025@yacht.ocn.ne.jp 

〔ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www12.ocn.ne.jp/simin025/                                   
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市広報誌（市民活動の広場）掲載記事の受付 
  掲載を希望する月の前々月の15日までに当セン 

 ターまでお申し込みください。 

～編集後記～ 
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カラーコピーが利用できます。 

 

 9月に当センターのコピー機および印刷機の

設備の更新を行いカラ－コピーを利用してい

ただけるようになります。 

●コピー機 料金 

 白黒 8円 現行通り 

 カラー B5,A4：30円、B4,A3：50円 

●印刷機 利用1枚の料金（白黒のみ） 

 

 

 

 

 

 

白井隆 

センター所長 

貸事務室の利用者を募集します 

 支援センターでは貸事務室を利用する団体を募集し

ます。 

●応募資格：市内で活動実績のある

市民公益動団体 

●利用時間：午前9時～午後10時 

12月29日～翌年1月5日の期間を除く 

●利用開始：平成22年10月1日(金）

（予定） 

＊3号室は9月中から利用可能 

●利用期間：利用開始月から最長  

 36ヶ月 

●利用場所：市民活動支援センター 

●募集室数：3室（1・2・3号室）約14㎡ 

      ＊応募多数の場合は書類選考 

●利用料金：利用開始月から6ヶ月間は月額  

      3,800円、以降は6ヶ月毎に1,500円 

           程度上がります。 

●申し込み：市民活動支援センター、市役所市 

      民協働・生涯学習推進グループに 

      ある申し込み用紙で、平成22年9月1日 

     （水）～21日（火）の期間で午前9時～ 

      午後10時まで市民活動センターへ提出し 

      てください。 

●問い合せ：大阪狭山市市民活動支援センター 

 

野並亮介 

ICTグループ 

 

     

 

ノートパソコンの貸与決定 
 活動団体にちょっと手軽に使えるパソコンがあった

ら・・そんなニーズへの朗報として[しみんのちから]

ICT版で東京のe/partsから寄贈のリサイクルノートパ

ソコンの貸与支援を募ったところ、２団体からの申し

込みがありました。 

①ワーカーズふろむさやま（講習会指導） 

②ボランィアグループ連絡会(携帯端末での情報共有

化)いずれもe/partsから10月の入荷で貸与されます。 

製版代 50円 50円 

インク代 1円 2円 

用紙代 1円 2円 

 B5/A4 B4/A3 

スタッフ紹介は今回の2名で終了です。 


