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3月の花 

「菜の花」 

 

大阪狭山市のマスコット 

さやりん 

  

 平成23年１月22日に開催したシンポジウム冒頭での「ボランティアに期待するこれからのま

ちづくり」と題した大阪府立大学小野達也先生の基調講演中でのご提言を、今後のVＩＣ運営

時の大切な視点といたしたく紙上でご報告させていただきます。 

 

その第一は、これからのボランタリーな活動の新たな可能性を考える時、従来型の純粋なボ

ランティアの活動要素である「自発性」「社会性」「無償性」の3点セットにこだわることなく、 

①「自発性」＋「社会性」＝ 有償活動（ＮＰＯ、企業等） 

②「社会性」＋「無償性」＝ 社会奉仕活動（小地域の福祉活動） 

③「自発性」＋「無償性」＝ お楽しみ活動（同好会） 

  ①②③の３分節化による２点セットでの概念で捉える方が現実的であり、これからの社会に

マッチした新しい形態でのボランティア活動の広がりと同時に、多くの価値を生み出す可能性

が高まるのではないかとのご提言。 

第二は、今日の地域社会は近代的な便利性を追及する「システム社会」と、これに圧迫され

てどんどん抑圧されつつある「生活世界」とに分かれている。 
 

これからのボランティア活性化促進に欠

かせない視点として、安易な合理性に偏重

した活動に偏らず、「生活世界」を尊重する

ことの重要性を認識した活動を原点とする

取組み方も検討していくべきとのご提言。 

 

一部に相反する視点を含んだこの二つの提案を活かすために、先生も力説しておられた、

「ボランティアは誰かに言われたからするのではなく、自分たちのためになるので活動するとい

う考え方で取組むことが大切である。この大切さを認識した上で取組むか否かで、生まれてく

るものや、目指すものが大きく異なってくる。ＶＩＣはこのことを常にユーザーと一緒に考え、話

し合う機会を持つべき」とのアドバイスへの理解と併せて銘記し、ＶＩＣは実践してまいります。

次回は、当日のパネルディスカッションの結果についてご報告します。 

（大阪狭山市市民活動支援センター 所長 白井隆） 

「プルトップを集めて車いすを贈る」運動 

 この運動は北海道江別市野幌商店街青

年部が、町おこしの一環としてスタートさせ

た。 飲んだ後のアルミ缶・スチール缶に 

付いている「プルタブ」を集めて「車いす」 

を贈る運動に、我々ボランティアグループ 

連絡会メンバー数人が共鳴し「手軽に参加

できる社会貢献」の一環として、平成１７年 

にスタートさせました。この運動が5年間で 

大きな輪となり多数の方々の応援で、既に

10台の「車いす」を公共施設・学校・自治会

館・養護施設などに寄贈することが出来まし

た。わが国は資源のない国、殆どの資源を

外国からの輸入に頼っているのが現状で

す。「資源を大切にする」リサイクル運動にご

協力をお願いします。 

 現在、各公共施設のご協力で回収容器を

設置させていただいておりますのでみなさま

のご協力をお願い申し上げます。 

 

ご連絡はボランティアセンター 

 問い合わせ ☎： 367-6601 

大阪狭山市ボランティアグループ連絡会・プルトップ部会 

システム社会とは 生活世界とは 

市場や行政のサービス 家族や地域社会 

商店、行政窓口 友人、知人 

病院、職場、交通 様々な人々 

お金や権力によって 

便利な生活が可能な世界 

話し合いによって 

了解と合意をつくる世界 



 

 

  

 

10年目を迎えた・・・大阪狭山市熟年大学                   

平成22年度ボランティアジュニアスクール開講  

          狭山池クリーンアクションと今年の狭山池まつりは・・・ 

  

子どもたちがボランティアを始めるきっ

かけ作りと、体験したボランティアをもっと

楽しんでもらうために市立公民館で、大

阪狭山市社会福祉協議会ボランティアセ

ンターの主催で開催されました。 

参加者とサポートするボランティアグ

ループ連絡会のメンバーも参加し約50名

で開講式と交流のためのレクリエーション

からスタート、その後は5つの部会に分か

れ（折り紙、自助具、点字、手話、朗読）

を体験、午後には盲導犬について話を

聞き、目隠しでの実体験を経験しました。 

 その後も4つの部会（おはなし、自助

具、クラフト、会食会）に分かれて体験。

子どもたちも今回の体験を今後の生活の

中で生かされる事を期待しましょう。 
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 市民協働事業として運営されている熟年大学も

今年で10年目、市民熟年者のために開かれた生

涯学習教養講座を開催しています。 

 心身ともにいきいきと、生涯現役の気概を持っ

て、常に前向きに、いつまでも輝きに満ちた人生

を送るために、一般教養科目公開講座を含む専

門科目は12コースで、今年度枠580名の募集は2

月末で締め切りました。 

 SAYAKAホールの大ホールを利用して開催する

全10回の一般教養科目公開講座は、別枠で300

名募集中です。                         

締め切りは3月15日（火）です。 

                     問い合わせ： 大阪狭山市熟年いきいき事業実行委員会事務局 ☎：366-8899 

 故郷の誇り「狭山池」をいつまでも美しいままに未来に

繋いでいきたいという想いで清掃等実施。 

 原則は第4土曜日です。今後の予定は2月26日（土）午

前9時30分から大阪狭山市の花「ツツジの植樹祭」を開

催、集合場所：狭山池・南堤設営テント前。 

 3月26日（土）、4月23日（土）、狭山池まつりの開催後

の清掃を兼ねて5月3日（火）特別に実施します。 

 集合場所：狭山池管理棟横（鳥居前）。 

時間：午前10時～１１時45分。市民の自由参加によるボ

ランティア活動を通じて市民の飲み水となる水質改善と

美しい狭山池の環境を未来へ伝えていく運動です。 

 皆様も参加されてはいかがですか。 
今年の狭山池まつりは４月３０日(土）、５月１日(日）です。 

問い合わせ：狭山池まつり実行委員会 

☎：360-3805 

 



 

 

公益活動補助金募集 
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平成22年度市民公益活動促進補助金 

  

 平成23年度の市民公益活動促進補助金の申請を受け

付けます。 

 この補助金は市民公益活動促進基金を活用し、事業費

の一部を市が補助するものです。 

 チャレンジ部門では、総事業費が30万円未満の市民公

益活動の事業に対して、上位10事業までを優先的に採択

し、自立促進部門では、総事業費の上限に関係なく申請

ができます。 

 補助金申請の手引きや申請書類は、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の窓口で

配布しています。 

 市ホームページにも掲載しています。 

補助金上限額 チャレンジ部門10万円（補助率3分の2）、

自立促進部門：50万円（補助率2分の1） 

受付期間：3月26日㈯～4月4日㈪午前９時～午後９時 

申請場所：市民活動支援センター  

※補助金申請に関する事前相談には4月4日㈪まで同セン

ターで受け付けします。 

 次年度補助金応募のご参考までに、今年度の 

チャレンジ・自立促進・両部門の市民公益活動促 

進補助金交付対象事業を順次紹介してきました 

がこの3団体で最終回です。 

 平成22年度はチャレンジ部門6団体、自立促進部

門5団体の紹介をしました。 

ＮＰＯ法人 

ニッポン・アクティブライフ・クラブ大阪狭山 

～おでかけなかよし広場～ 

補助金交付決定額  90,000円 
 

 

地域を耕すみんなの子育て情報誌 

“ママ咲く” 

～子育て講演会及び、 

その内容に沿った市民子育て情報誌の作成～ 

補助金交付決定額 100,000円 

事業催行日 10月30日（土） 

 

～さやりん出張します～ 

 さやりんは平成22年度は市内外の行事の主なところ 

で平城遷都1300年祭、御堂筋kappo、堺まつり、狭山池まつ

り、ゆるキャラまつりin彦根などへ23回出張しています。 

 さやりんグッズは缶バッチを販売してます。 

 

「さやりん」に関する情報は公式HPがあります, 

（http://www.mydoo.net/sayarin)をご覧ください。 

 

商工会からのコメントです。 

「小さなお子様が集まるイベント等、一度お声がけください」 

さやりんは有料で出張します。 

 

問い合わせ：マスコットキャラクター運営委員会 

（大阪狭山市商工会内） ☎： 365-3194 

 対象事業の紹介  最終回 

大阪ムーブメント教育研究会 

いきいきムーブメント教室 

補助金交付決定額  90,000円 

市立コミュニティセンタ―音楽室 
 



 

 

メールBOXが利用できます   

 市民活動センターのスタッフとなり６年目になります。 

いろいろな活動団体の方と接触する機会が多くパワーをいただ

きます。 

 なぜこんなに志高く活動できるのかいつも感心します。 

しかし自分を振り返ると、なかなかこころざしが生れてきません。

これでいいのかと自問自答の毎日です。 

 でも無理せず、自分の出来る事からやることで、ボランティア

は長続きするのでは。 

 それでも、少しは世の中のお役にたつているか？自分の生き

がいになつているか、考える事があります。 

 毎月のスケージュル表は真っ黒、自分の時間がなかなかとれ

ません、家族がこれを見て呆れ顔。 

 こんな生活も７0歳 を過ぎたら、少しは自分の時間を取れる様

にしたい。（U) 

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・Eメール〕vic@osakasayama-vc.jp 

〔VIC・ホームページ〕 http://www.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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 平成 22年度貸事務室の募集案内で新規利

用団体が決定しました。支援センターの貸事

務室は、団体の専用事務室として最大3年間

安価に利用できるものです。 

狭山池祭り2011参加者募集 

 狭山池まつりで実施する催しの参加者を募集します。 

詳しくは、3月1日（火）から大阪狭山市商工会、市役所市民

協働・生涯学習推進グループ、市立コミュニティセンター、市

立公民館、狭山池博物館、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/)をご覧ください。 

●【狭山池まつりキャンドルアート・あなたのアートを 

  狭山池堤へ！狭山池まつりに花を咲かそう】 

 とき：4月30日（土）午後5時～8時 内容：狭山池南堤の指定 

 場所にろうそくで光のイラスト、文字などを描く（使用可能エ 

 リア/横：5 ｍ～20 ｍ、縦：7～10ｍ程度）参加費：無料＊ろう 

 そくなどは支給します 定員：３団体（先着順） 申し込み：3 

 月1日（火）～3月15日（火）にEメール:( ikeauri@mydoo.net) 

 または(FAX365-6664）で狭山池まつり実行委員会へ 

 問い合わせ：狭山池まつり実行委員会灯火輪部会 

  （伊月☎090-5960-4224） 

●【クラシックカーさやま池ミーティング】 

  とき：5月1日（日）参加資格：1978年までに生産された外国 

  車・ 国産車とその同型車、または実行委員会が認める2 

  ～4輪車 参加費：5,000円 

●【フリーマーケット】 

  とき：5月1日（日）参加資格：代表者が市内に居住・通勤・ 

  通学する団体 

●【龍神舞台】とき：4月30日（土）5月1日（日） 参加資格：代 

  表者が市内に居住・通勤・通学する団体 

●市役所市民協働・生涯学習推進グループ、狭山池博物館 

  市民活動支援センター、大阪狭山市商工会などで、4月 

  30日（土）実施の「さやま検定」のテキスト（1冊800円）「灯 

  火輪の灯火台」（１セット500円）を販売します。 

 問い合わせ：狭山池まつり実行委員会事務局 ☎360-3805 

  Eメール：ikematuri@mydoo.net 

 

     

 

           

貸事務室について 

貸 室 利 用 団 体 

1号 まちづくり研究会 

2号 狭山中学校区まちづくり円卓会議 

3号 楽々くらぶ 

利

用 

１～６ 
ヶ月 

７～１２ 

ヶ月 

１３～１８ 

ヶ月 

１９～２４ 

ヶ月 

２５～３０ 

ヶ月 

３１～３６ 

ヶ月 

月 3,800円 5,200円 6,700円 8,200円 9,700円 11,200円 

＊利用は利用期間 月は月額料金 

 支援センターのワークステー

ション内にメールBOXが設置さ

れており、「しみんのちから」登

録団体は無料で利用いただけ

ます。 

 いま若干の空きがありますの

で、利用希望の団体は当セン

ターまで。 


