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12月の花 

ポインセチア 

大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

 ふれ愛さやまは、平成13年に公民館で始

まった「さやま・ふれ愛塾」の役員有志で

NPO法人を立ち上げたのがその源流。 

 

 こじんまりしたNPOであるが、NPO活動指

針である17分野のうち、結構幅広い4分野

をカバーしている。 
①保健・医療・福祉の増進活動として訪問 

 介護事業・介護支援事業・吹矢サークル 

 等々 

②まちづくりの推進活動として「狭山前・ 

 狭山池博物館での花植え活動」 

③環境保全の推進活動として「地球温暖 

 防止活動・廃天ぷら油の回収事業 

④生涯学習の推進活動として「各種の地域 

 講座開催」だが、なかでも特筆すべきは 

③の環境保全推進。 

 現在、市内５カ所の公共施設に回収箱を

設置して天ぷら廃油を回収しているが、更

に回収率を上げるためには、回収場所提供

の協力団体を必要としている。 

今年度は市の市民公益活動促進補助金を受

けて活動範囲を拡大中で、多くの団体の協

力を仰ぎたいと念願している。  

E-mail:fureaisayama@pure.ocn.ne.jp    

URL:fureaiohara.seesaa.net/ 

フリーコール：0120-142-125 

  秋晴れの中、第2回目の健康ウォーキング大会が10月23日（土）さやか公園、狭山

池公園で開催されました。この行事は大阪狭山市と熟年いきいき事業実行委員会によ

る協働事業として開催されたもので、途中さやりんの激励を受けながら皆さん、さわ

やかな汗を流していました。 

 



 

 

  

 

第５回熟年大学・大学祭開催                   

- 2 - 
 

 11月25日SAYAKAホール小ホールで各

教科の生徒が練習を重ねた体操実技・

ダンス・演奏・詩吟・歌謡・落語・南

京玉すだれなど工夫をこらした演技が

披露されました。 

 展示ホールは25・26日に絵画、書道

作品、写真などの作品が展示されまし

た。 

 小ホール前では格安の野菜販売や無

料の古本まつり、来場者先着約500名

に花苗の配布や来場者にプレゼントの

当たるお楽しみ抽選会など盛りだくさ

んの楽しい大学祭でした。      

 決定しました・・・市内活動団体へのノートパソコン貸与支援 

          ～こんなところでも市民活動の社会参加が・・～ 市の功労者・善行者表彰式で・・ 

 

 11月3日文化の日に市の功労者・善行者の表彰

式で30名の方々が表彰され、アトラクションと

して、舞台に花をそえたのが、ボランティア活

動団体です。まず開会の国歌斉唱は、朗々と君

が代を歌いあげた音楽愛好家協会「こんごう」

の上田さんです。大阪狭山舞踊協会、サクラ

ジュニアバンド、大阪狭山プリティコーラス、

大阪狭山市混声合唱団の皆さんが、それぞれ日

頃の練習を披露しました。写真取材には、市内

写真クラブの有志もボランティアとして参加し

ました。各種各様の市民活動の社会参加がここ

でも発揮された一幕でした。  

 支援センターが、東京の認定特定非営利活動

法人イーパーツに応募して寄贈を受けた５台の

ノートＰＣのうち２台を、しみんのちからICT

版でメルマガ募集したところ、下記ボランテイ

ア２団体から応募があり、無償貸与支援先とし

て決定しました。 

● NPO法人「ワーカーズふろむさやま」 

・使用目的＝介護関連講演教育指導用として使用

●「大阪狭山市ボランテイアグループ連絡会」 

・使用目的＝携帯電話を端末とする情報共有プロ 

 ジェクトのキーステーション発信用パソコンと 

 して使用。 

PCはリユースですが、当センターのパソコンお困

り相談コーナーの技術スタッフが完全に再整備した

ものです。 
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（写真は貸与支援の説明） 



 

 

三津屋川を美しくする会 

三津屋川河口～池の内橋延長１ｋｍ 

ミニ清掃と定期清掃 

交付補助金決定額 100,000円 

事業開催日：11月13日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域自治会・ホンダ学園・帝塚山学院大 

各小学校・シルバー人材センター等参加 

河川および周辺の清掃・河川を守る啓発活動 

携帯電話による情報共有化講習会開催 
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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２ 

 
  

大阪狭山市食生活改善推進協議会 

健康文化講演会・よい食生活をすすめるため

の講習・食育教室モリモリ 

交付補助金決定額 140,000円 

事業開催日：9月16日(木） 
 

 

 

 

 

 

 

 

SAYAKAホールのコンベンションホールで 

災害時の食生活のセミナーを開催。 

NPO法人ふれ愛さやま 

廃天ぷら油回収による地球温暖化 

ストップ活動 

交付補助金決定額 100,000円 

事業開催日 年間通じて 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収箱設置の拠点を増設すべく 

チラシを作成し各団体へ協力要請中 

NPO法人ワーカーズふろむさやま 

介護への理解を深める 

交付補助金決定額 77,000円 

事業開催日：11月8日(月）～17日（水） 

      11月11日(木）11月24日（水） 

 

 

介護への理解を深める事業として電話相談 

冊子活動、情報提供・映画をみて話す活動 

など 

 

 社会福祉協議会傘下の大阪狭山市ボランティアグルー

プ連絡会の主催で10月の３日間、情報共有化講習会を実

施しました。 

 ←同VGグループ連絡会が開設した専用ブログからメル

マガ配信にて、会員の携帯電話へペーパーレスの各種情

報を提供するもので、端末の携帯電話からブログを読んだり、コ

メントを送信するなど、延べ30名の会員が福祉の仕事を終えた夜

間に実習しました。 この講習会を通じ、携帯電話の新しい機能

と操作方法を取得するともに、グループメンバーの情報の共有化

がさらに推進されることを願っています。 



 

 

「しみんのちから」平成２３年度発行に向けて！ 

  初刊以来22号になるNLEだが、いつも「市民活動の社会

参加」をいかに公平に伝えるかに腐心する。 

 58,000人弱の当市の人口では、活動団体の数は少ないと

思われるが、オッとどっこい、結構幅広い分野で展開され

ているのに驚く。限られる紙面で、拙い表現力では、とて

も紹介しきれるものでなく、やはり遡及力の強い写真を多

用することになる。 

 写真と言えばカラー全盛だがそのカラーが問題。 

きびしいセンターの予算ではモノカラーにすべしとの議論

が常にでるが 、そこをなんとかカラ―版での発刊で頑張

り、その代わり出来るだけ多くの団体活動を取材すべく現

場出動を通じ多くの報告ができたらと念願している。今号

でも数多くの「市民活動の社会参加」の一端をお伝えでき

ているだろうか。（N） 

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/ 

VIC：URL http://www.osakasayama-vc.jp 

VIC:Eメール vic@osakasayama-vc.jp 

情報ステーション 

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

機器の更新を行い、カラ－コピーを利用して

いただけるようになりました。 

●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） 

資料づくり・利用できる市内各施設紹介 

● 市立公民館 

  ・休館日：毎月末（ただし土・日・祝日と振替休日 

   の場合は開館） 

  ・申込方法：使用日の90日前から7日前までに来館 

   し、用紙に記入し申し込み 

  ・印刷関係：コピー機 白黒10円/枚 サイズに関係 

   なし、カラーは不可、 

   印刷機：製版原紙60円/枚 インク A4/B5 2円 

   用紙 1円/枚 インク B4・A3 4円/枚 用紙 

   2円/枚 

 

●市立コミュニティセンター 

 ・休館日：年末年始のみ（12月29日～1月4日） 

 ・申込方法：3ケ月前から受付。来館し所定の用紙で申 

  し込み 

 ・印刷関係：コピー 白黒 B5・A4・B4 5円/枚 

      A3 10円、カラーB5・A4・B4 30円/枚 

      A3 60円/枚 

 ・その他：トレーニング機器使用料 100円 

      カラオケセット 2000円 

 

●市立社会教育センター 

 ・休館日：年末年始のみ（12月29日～1月5日） 

 ・申込方法：3ケ月前から受付。来館し、所定用紙で 

 ・印刷関係：コピー機 白黒 10円/枚 サイズに関係 

  なし 

 ・音楽室にはピアノを設置 

 

●大阪狭山市社会福祉協議会 

  登録グループのみ提供 

 ・印刷関係：コピー機 白黒10円/枚、カラー30円/A4 

 ・他に印刷機・紙折り機、メールボックス・貸ロッ 

  カー・チラシ置き場・ビデオ教材・体験装具の貸出 

    

 

     

 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 

 平成２１年度版「しみんのちから」発行に際

しては皆様のご協力、誠にありがとうございま

した。その後、住所・電話・代表者・担当者・

メールの変更・休会・解散等の届けも頂きまし

た。この度、改めて変更事項を申し出ていただ

きまして平成２３年度版の刊行に備えたいと思

います。電話・FAX・メール等でのご連絡を当

センターまでお願いします。 


