
 

 

活動資金の獲得を応援します 

  大阪狭山市のマスコット 

さやりん 
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Express えっ say     一人前？     

専従職員のいない小規模NPO法人なが
ら、模範的な法人運営を担ってきたDさん。 

「法人化の申請をするときは、それが活動
のステップアップだとみんな思っていた。法人
化したら、認知度が上がり、活動もやり易くな
る…。実際は、何かを決めようとすると、理事
会で相談し、例会を開いて説明。その都度
議案や報告づくり…会計処理に会員管
理…もう大変」「やってられない」の言葉は飲
み込んだものの、かなり消耗している。でも、こ
の不景気の中、「本業が忙しくて…」とぼやく
現役組だ。 

法人化しても、会のメンバーにすればほと
んど何も変わらない。しかし、事務局の事務
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大阪狭山市が市民活動に対して資金援助をする市民公益活動促進補助金の募集が３

月から始まります。この補助金は、テーマを限定されずに、さまざまな市民活動に使うこと
ができる公募型の補助金です。 

昨年から、できるだけ多くの市民活動の立ち上げを図るために、新しい団体が取り組む
小規模な事業が１０事業まで優先的に採択されるようになりました。獲得のチャンスです！ 

補助金申請することで、自分たちの活動を見直すきっかけになったり、団体の認知度が
高まったりする効果もあります。「補助金をもらうなんて、手間が大変だから…」と言うのでな
く、今の活動の中で補助対象にできるものはないか、活動拡大に取り組む資金の一部を
獲得できないか……。市民活動支援センターにご相談ください。 

～平成２１年度 大阪狭山市市民公益活動促進補助金～ 

◎チャレンジ部門 

● 設立から３年未満の団体の事業 

● 補助率３分の２ 

● 限度額 １０万円 

◎自立促進部門 

● 補助率 ２分の１ 

● 限度額 ５０万円 

● ５回まで（５年間） 

●対象になる団体は・・・？ 

● 継続して１年以上事業に取り組める団

体。活動歴は必ずしも必要ありません 

● 大阪狭山市内に事務所がある 

● 単発で一過性の事業の実施を目的とす

る実行委員会は対象になりません 

受付期間  平成２１年３月２８日（土）～４月６日（月）（当日消印有効） 

         申請に関する相談やお手伝いを市民活動支援センターが応じます。初めて申請する場合も遠慮なくご相     

         談ください。 午前９時～午後９時まで（要予約） 

  大阪狭山市のインターネット・ホームページから、申請様式や申請の説明書をダウンロードできます。 

●対象になる事業は・・・？ 

● ２１年度中に大阪狭山市内で実施する市

民公益活動 

● 同じ事業で、国地方公共団体などの補

助を受けていない 

● 文化会館使用料が５万円を超えるものは

対象になりません。 

量は格段に増える。役人の考えた準則どおり
に運営するのは、ちょっとした会社並の組織
運営が要求される。雇用関係のないボラン
ティアベースなだけに、いろいろな手続きには
会社でやる以上の手間と暇がかかる。 

ことほどさように、法人化のツケは重い…。
しかしながら、運営がきちんとできること自体
は決して悪いことではない。役員の責任が明
確になるのはある意味肩が軽いと言える。法
人化の結果として、実際的な発言力が増す
のは自覚と責任が伴うことで活動自体の質
が自ずと高まる結果なのかもしれない。 

本人の自覚と自律が伴なうことで、一人
の人間として社会に認められるのと同じだ。 
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 地域が住民自治力を付けること
で、日本社会が活力を取り戻す。し
かし、上意下達のコミュニテイ政
策、地域団体同士の離反、地域民主
制の不在、地域情報に対する認識不
足、NPOとの距離など地域社会自治体
が多くの困難を抱えている。ではど
うするか講師の絹川正明氏の住んで
いる「竹の台地区」の活動の説明を
受けながら補完性の原則ではなく今
は逆補完性の時代、地域に対し行政
から沢山の要請が来るが行政には意
見を言って行かねばならない。これ
だけは地域でやったから不足は行政
で・・・.ある意味での円卓会議の役
目となろう。 

 ただこのような活動は、地域のボ
ランテア貢献による訳だが、地域に
おけるシステム貢献のような仕組み
を作っていかねばならない。地域で
コニュニテイビジネス的なものを
作っていって、地域で頑張り貢献す
る人に僅かであっても謝金が渡る仕
組みを作らねばならない。 

 

 

 今年も狭山のシンボル「狭山池」の生誕祝祭を実施
します。狭山池まつり実行委員会では狭山池まつりオ
リジナル灯火台を作成しました。 

 前売り価格は４００円で頒布します。（当日は５００円）
また灯火台を入れる刺繍入り巾着袋（３００円）など関
連オリジナルグッズも頒布します。 

 個人で、家族で、団体で事前に購入をお願いしま
す。灯火台常設頒布所は３月１日から下記の場所で 

●大阪狭山市市役所（市民協働グループ） 

●市民活動支援センター●大阪狭山市商工会  

  問合せ： 狭山池まつり実行委員会事務局 

         ☎・Fax： ０７２－３６０－３８０５                   

市民自治を学ぶ ～自治会は変革する～     

狭山池まつりの灯火輪は4月25日です 皆でひかりの輪を！ 

  ます。 

申込み方法：テキストに添付の申込み 

 書に必要事項を記入郵便またはFAXで 

 送付してください。 

申込み先：郵送：〒589-8691大阪狭山郵 

 便局私書箱27号。Fax:072-360-3805  

申込み期間：平成21年3月1日(日） 

              ～4月10日(金）必着 

検定料： 1人300円 会場で徴収 

公式テキストの頒布所： 

  大阪狭山市市役所、 

  市民活動支援センター、 

  大阪狭山市商工会 

第3回市民活動セミナー 

さやま検定２００９ 募集要項    めざせ狭山博士！ 

オリジナル灯火台 

と巾着袋 

2月6日（金）AM９：３０－１１：００開催 

 今年のさやま検定は 

検定日時： 平成２１年４月２５日（土） 

    13:00～14:00（受付12:00） 

検定場所： SAYAKAホール、狭山池博物

館、市民活動支援センター等 

検定試験内容： さやま検定２００９ガイド 

    ブックから概ね出題 

検定認定基準： 狭山博士～10級まで 

発  表： 4月26日（日）狭山池まつり会場 

   本部テントまえに掲示、各個人には後 

   日成績と認定書等を送付します。 

特別表彰： 上記認定とは別に部門別に最 

  最高得点者を優秀賞として表彰し 
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神戸西神ニュータウン自治

会長、地域共生研究所長 
絹川 正明氏 



 

 

 大阪狭山市の中高生の「居場所作

り」と「感動体験」を提供する場所として

生まれた「表現倶楽部うどい」が発足し

て4年目になる。 

 総勢70名を越える子どもたちの活躍

ぶりをこの機会にご覧ください。 

 きっと子どもたちから大きな感動のパ

ワーをもらえるのでは。 

 今回は沖縄より10数名のきむたか

キッズリーダーズを招き大阪狭山の中

高生と心をひとつにして、共に作り上げ

る感動舞台です。 

 ⇒ そして実現しました 

   ・・・団体間の交流活動の場 

 しみんのちからＩＴ版を通じ、あまの

街道（登録４）さんの提案から泉北野

鳥の会（登録112）さんとの間で、あ

まの街道をバックグラウンドとする野

鳥、キノコ植物、昆虫、街道の環境

保全に対する交流活動を展開するこ

とで合意されています。 

 皆さんも他分野との交流で、より幅

の広い活動を進められることを期待

します。 

 

これまでに情報提供した団体 

           （団体名敬称略）  

玄骨プロジェクト、若者自立セン
ターのびのび、ワークレッシュ、
男女共同参画推進センター、ふ
れ愛さやま、さやまコミュニティク
ラブ、音楽愛好家協会「こんご
う」、市保健センター、熟年いき
いき事業実行委員会、南中学校
区地域コミュニティ円卓会議設
立準備委員会、狭山池クリーン
アクション、大阪ムーブメント教育
研究会、大阪狭山市人権広報グ
ループ、大阪狭山プリティコーラ
ス、たんぽぽ、狭山池まつり実行
委員会、グローバルスクール、泉
北野鳥の会、日本ボーイスカウト
狭山第1団、大阪狭山チアリー
ディングクラブ、大阪狭山トラン
ポリン協会など。 

(掲載順） 

第3回公演 表現倶楽部「うどい」新龍神伝説“風の声がきこえる” 

 お薦めします・・・・しみんのちからＩＴ版へのメール登録・・・を       

今年も市民活動団体へ可愛い贈り物             

贈呈された可愛いクマのぬいぐるみ 

 キッズトランポリンクラブの皆さんの 

 マスコットに 、 

 21年度の会員も募集中です 

  連絡先：生熊（いくま）さんまで 

  ☎: ０９０－５４６６－６７６６ 

 教育や文化、スポーツ、子育て、環境

保全など様々な分野で活動される団体

や、これから活動に新たに参加したい

と考える市民が、「知りたい」「知らせた

い」その思いを「つなぐ」手掛かりとして

発刊されたのが「しみんのちから」で

す。 

 そして更にこの冊子にメール登録さ

れた団体が他の分野の活動団体にも

お知らせや活動報告を情報共有の場

としてメルマガ方式で配信をしているの

が「しみんのちからＩＴ版」です。 

 もちろん購読は無料、ぜひあなたの

団体のメールアドレスをご登録くださ

い。   

 登録先： simin025@yacht.ocn.ne.jp 

 開催は4月5日（日） 

 開場:１３：００ 

 開演:１４：００ 

 SAYAKAホール大ホール 

 チケット購入方法は 

大阪狭山キジムナーの会へ   

Kijimunanokai@yahoo.co.jp 

 ☎365-3465 

 泉北高島屋、大阪高島屋がクリス

マスに販売した可愛いラブベアを大

阪ボランテア協会を通じて市民活動

団体へ贈呈したいとのニュースに、

いち早く対応した支援センターへ、

可愛いクマのぬいぐるみが届きまし

た。 「しみんのちからIT版」で大阪

狭山市の子育て・子どもの健全育成

の分野に特定して希望者を募集して

います。 
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沖縄公演の様子 



 

 

 ４月から貸会議室を運用します 

大阪狭山市市民活動支援センターから 

 ～市民活動支援センターHPでもご案内のミーテｲン 

 グスペースは利用頻度が高く、申込みがバッテイン 

 グすることが多くなりました。そこで、平成２１年４月よ 

 り３年契約の貸事務室を２室のみとし、２室を時間 

 貸会議室（有料会議室）として運用します～ 

 

 ●有料貸会議室  人気の高い１号室及び２号室 

 ●使用料      時間帯ごとに一律料金 ３００円  

    <区 分>      A帯（ ９:00～１３:00>  

                             B帯（１３:00～１７:00） 

                             C帯（１７:00～２１:00） 

 ●実施開始日   平成２１年４月１日から 

 ●申込み方法   事務局備え付けの申込み書式 

             または☎・Fax ３６６－４６６４ 

 ●なお、ミーテイングスペース A 及び B は従来ど 

    おり無料です。 

 

 今年は、昨年末の清水寺の管主の書「変」以

来、やたら「変革」「チェンジ」などの単語が

紙面をにぎわしています。 

 内外の政治の変化、株価暴落や円高ドル安な

どの経済の変化、食の安全性に対する意識の変

化などなど・・・・・・良い方に変化するのは

よいのですが、そうとは思えないことが多いよ

うです。２１年度は「変化」のときです。明る

い心温まる「変化」を求めて記事にしたいと

思っています。当センターでは各団体・市民活

動などの情報をより多く取り込み、充実した内

容にしていきたいと考えています。皆様の活動

情報・取材・掲載希望をお寄せ下さい。（IN) 

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-mail〕 simin025@yacht.ocn.ne.jp 
 〔Home Page〕 http://www12.ocn.ne.jp/~simin025/ 

情報ステーション 

 狭山池まつり２００９参加者募集 

４月２６日（日）に実施する催しの参加者を募集しま

す。詳しくは２月２５日（水）から大阪狭山市商工会、市役

所市民協働・生涯学習グループ、市立コミュニテイセン

ター、市立公民館、市民活動支援センターで配布する募

集要項、または狭山池まつり実行委員会ホームページ

（http://www.mydoo.net/ikematuri/)をごらんください。 

【クラシックカーさやま池ミーテング】【フリーマーケット】 

【龍神舞台】【さやま検定】【灯火輪の灯火台】の販売など 

 問い合わせ：狭山池まつり実行委員会事務局 

 ☎：３６０－３８０５、電子メール:ikematuri@mydoo.net 

 よろず相談コーナにおいでになりませんか 
 毎週月曜日（午前10時～4時）担当スタッフが相  

 談を受けております。 

  ・市民への地域活動参加ガイド 

  ・団体で不足する人材探し 

  ・活動場所、備品調達に関すること 

  ・補助金取得情報の提供 

  ・研修会等の募集情報 

  ・広報活動の支援等 

 電話などでの予約をお願いします。 

 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

センターまで申し込みください。 

 ただし、期限は編集の都合により変更される場合が

あります。 

～編集後記～ 

 パソコンお困り相談受けます     
 当センターではパソコンお困り相談を毎月第4月

曜日に開催しております。 

 無料の相談で（午前10時～3時まで）担当スタッフが相

談を受けます。 

 ご利用希望の方は当センターまで電話やメールなどで

ご予約ください。 
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