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市民活動を応援します 

 

～平成２４年度 大阪狭山市市民公益活動促進補助金～ 

大阪狭山市をより良いまちにするため様々な分野で取り組まれている市民活動に対し

て、市が資金を援助しています。市民公益活動促進補助金は、市民から寄せられた寄

付金と市の出資金を積み立てている「大阪狭山市市民公益活動促進基金」を活用する

もので、平成16年度から実施しています。この補助金は、分野やテーマを特定せずに、 

多数の利益につながる多様な市民活動を支援するものです。 

●チャレンジ部門とは？ 
・総事業費が30万円未満の事業で、新  

 しい公共サービスのあり方を実践的に 

 提案する事業もしくは過去にこの補助 

 金の交付を受けていない団体が取り 

 組む事業 

・補助率 3分の2 
・限度額 10万円 

・上位10事業までを優先採択 

●自立促進部門とは？ 
・総事業費の上限には制限はありません 

・補助率 ２分の1 

・限度額 50万円 

・（複数年の繰り返し事業はスライド減額有り） 

・5回まで（5年間）＊１ 

＊1 チャレンジ部門と自立促進部門を通算し 

    て5回を限度とします。 

●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＊２ 

・3人以上の役員がいる 

・大阪狭山市内に事業所がある 

・「一過性の事業を目的とする実行委員会は 

 対象になりません 

●対象になる事業は？ 
・平成24年度中に大阪狭山市内で実施 

 する市民公益活動 

・国、地方公共団体などの補助を受けて 

 いない事業 

・「文化会館利用料（施設等の使用料、人 

 件費を含む）が5万円を超えるものは対 

 象になりません」 
＊2 継続した事業展開が可能な団体と認めら 

   れれば、必ずしも1年以上の活動歴を要し 

   ません。 

●応募期間   平成24年3月24日（土）～4月5日（木）（郵送の場合は、当日消印有効） 

          申請に関する相談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。 

          相談日：4月5日（木）までの午前9時から午後9時まで（要予約） 

●応 募 先  市民活動支援センター（市役所南館２階） 

          郵送の場合は、〒589－5801 狭山1-2384-1 

                    大阪狭山市役所 市民協働・生涯学習推進グループ宛 

●公開審査 （プレゼンテーション）平成24年４月15日（日）午前10時から 、支援センター於 

●報 告 会  補助金を受けた団体は、補助事業の成果を広く市民に紹介するため、事業 

          報告をしなければなりません。報告会は平成25年の5月～6月の間で実施 

          します。 

●問い合わせ  大阪狭山市市民活動支援センター 電話：072-366-4664 

           市民協働・生涯学習推進グループ  電話:072-366-0011 

平成２４年度予算成立を

前提にしています 



 

 

  

 

平成24年度 熟年大学生募集 
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「しみんのちから」 登録団体紹介          

   

 熟年者のために開かれた熟年者による市民教養講座 

が始まります。生きがいのある充実した人生を送るため

に、熟年大学で新しい仲間をつくりましょう。 

●開講期間 5月から平成25年3月まで40回の授業 

●開講場所  

  ・市役所南館：日本史科、世界史科、古典文学科 

            美術科、園芸科、野菜栽培科 

  ・総合体育館:健康体力づくり科、健康スポーツ科 

  ・市立コニュニティセンター：歴史文学科、考古学科 

                   中国歴史科、体操科 

●対 象：市内に住む概ね60歳以上の人 

●受講料：21,700円 

●募集人員：各クラスによる（35名～40名） 

●問い合わせ：熟年いきいき事業実行委員会事務局 

         電話：072-366-8899 

 

狭山池まつり2012参加者募集 

   

 音楽療法の講座終了後、発足したグループで、まだ1年  

少しですが、市内の老人施設等へ、「歌えば楽し」の時間 

をお届けに行っています。 

 若い頃に歌った歌や季節の歌をストレッチ体操や手遊び、 

楽器演奏、踊り等と組み合わせて楽しいプログラムを考えて 

おります。 

●メンバー募集中・・・・、定例会に見学においで下さい。 

定例会：毎月第２水曜日午後２時から 

場 所 ：さつき荘ワーキング室 

問い合わせ：072-366-5637 （井上美代子） 

 

狭山カンタービレ（登録302） 

総合体育館での授業風景 

 4月28日（土）、29日（祝）に実施する催しの参加者 

募集します。 

3月1日（木）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

する募集要領、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を狭山池堤へ！ 

★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 

＊模擬店の公募は行いません。 

●申込み・問い合わせ 

 狭山池まつり実行委員会事務局 

 ☎・FAX：072-360-3805 

 E-mail：ikematuri@mydoo.net 

 

 



 

 

今年のボランティアジュニアスクール  
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熟年大学・講座に花を添えて１０年     

NPOのボランティアが支える「まぐろ」まつり（第3回目） 

 将来の次世代が地域のことを考えるきっかけになれば・・・ 

と、大阪狭山市社会福祉協議会が主催のジュニアボランティ 

アスクール。 今年も24名の児童が参加しました。 

手話、ネイチャーゲーム、朗読、点字、クラフト、おりがみ、 

おはなし、自助具など八つのコースに分かれての講習は、 

大阪狭山市ＶＧ連絡会のボランティアの皆さんが指導。 

温かいトン汁をお代わりたくさんしてね・・・と裏方を支え 

たのもボランティアグループでした。下図は盲導犬講話。 

 

 

 

 
 

 熟年いきいき事業実行委員会主催の熟年大学 

一般教養公開講座の講演舞台に華を添える活花

は、3名のボランティアの協力で続けられ、この

度100回目を迎える事になりました。 

 

 裏方の舞台を支えてきたのは草月流顧問のIさ

ん、Ｓさん,Ｔさんたち。花材の調達に時には自

然の美しさに目を留めて頂けた

ら、そして講師の先生方の講演が

少しでも柔らかい雰囲気で盛り上

がるよう続けてきた活動でした

が、今年３月の公開講座を以って

このボランティア活動も終了され

ます。永い間ご苦労さまでした。 

 
 

 

  NPO法人 池尻地域振興会関係のボランティアさんたち。 

 催事の準備もさることながら、1200軒の池尻地区住戸にポス 

 ティング・ボランティアとして、チラシの各配布に廻ったという。 

 午前10時から午後4時まで地域の住民交流が目的らしい。 

 本日のスケージュルは 

AM10時から野菜販売・ワンコイン喫茶 

AM11時からこども餅つき体験 

PM14時からまぐろの解体ショーと即売会 

この解体ショーもお魚やさんのボランティ

アで流石ににプロの仕事でした。 

池尻コミュニティホールに沢山の人たち

が集まり主催者の目的は達したのでは。 



 

 

   

 

 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 

 あなたの団体の活動記事をおよせください。 

掲載を希望する月の前々月の15日までに市民活動

支援センターまでお申し込みをお願いします。 

～編集後記～ 
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   「センターのレイアウト変更しました」 
 VIC（ボランティア・インフォメーション・コーナー）は平

成24年1月21日以降、ボランティア活動に関する相談に

一層の対応が出来る様、支援センターの本体機能と一

体化しました。 

 これにより、ボランティアをしたい・・・ボランティアを求

めたい・・などのご相談や、ボランティアの個人登録や団

体登録などのご相談コーナーとして即応します。 

 またミーテングルームも静かな個室になりましたのでご

活用ください。 

大阪狭山市駅

徒歩4分 

  

ブログで情報共有化をしませんか 

 当センターではワードで書き込む要領で簡単

に毎日の活動を発信できる無料ブログ形式の

利用方法を紹介します。 

 ボランティア間の双方向で写真・資料などを添

付した情報交換ができます。 

 興味のある方は当センターICTチームへ相談

ください。 

 また毎月第4月曜日は無料のパソコンお困り

相談を開催していますのでご利用ください。 

（要予約） 

みなさまの活動・情報をこのNLE（機関紙）

で発信しませんか。 

 3月１１日・・・東日本大震災から１年がたちます。 

身近で大切な事柄をテーマに語り合う集会が福島や仙台

で行われているそうです。東北では、大震災後を契機に、

活発に開かれるようになったとのこと。放射能の問題など 

についても、感じ方に温度差が大きく、『思ったことを話せ

なかった。話せてよかった』という感想が多いそうです。 

参加者からは「いろいろな考え方があるとわかるのがいい」 

「真面目に議論する機会が身近にあるのはありがたい」など 

の感想。被災者が自分の言葉で体験を語ることで、震災を

とらえ直す事が重要でしょう。自分の思いを語れる場があれ

ばどんなにか心が開けて、ストレスのたまる事もないでしょ

う。「絆のちから」｢地域のちから｣を信じて、少しでも皆様の

思いを伝える情報・発信のお手伝いが出来ればと思いま

す。（Ｓ・Ａ） 

携帯電話で

の投稿は左

図QRコード

でメールアド

レスが登録で

きます 
市民活動支援センター 

QRコード 


