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たおやかな里並みをハイツの魅力としても活かす

堀兼で見かける美しい冬のケヤキの姿

2020 年 5 月、角川書店が所沢への移転を機にアートと図書館の複
合施設「角川武蔵野ミュージアム」を建設する。その関連で 10 月に
総合誌『武蔵野樹林』が創刊された。特集として「100 万人が暮らす
武蔵野台地」が組まれている。武蔵野の自然・歴史・文化を深堀した
本で興味深く読んだ。本法人で取り組むブランディング・プロジェク
トでは、“たおやかな里並み”をキーワードの一つにしている。それ
は里の魅力を自然だけでなく歴史・文化的側面も含めた総体として捉
え,ハイツの魅力として訴求していきたいと いう想いからである。次号
は 4 月発刊という。武蔵野の一画に住む者として、今後、どのような
“武蔵野学”が展開されるのか楽しみである。 （代表理事：毛塚宏）

トピック（２０１８年９月～12 月）
ケヤキの姿

９月：テレビ朝日の番組「ビフォー
アフター」の製作に協力

10 月：第 5 回手作り作品展（不思議な国のハイツ）を開催（左がメイン会
場の様子、右が子供たちと一緒に製作した泥だんごアートづくりの様子）

1０月： 大人の文化サ ロンまるた の会
主催のさんまパーティに協力（ＮＰＯ
じおすよりハイツ特産の炭を提供）

1１ 月 ： サ ツ マ イ モ ＆ 落 花 生 堀 体 験 12 月：クリスマスイルミネーション
会（あおやぎ文庫主催、おたがいさま 点灯（チームＳＢＰが自治会から受託
里食堂も参加、楽農クラブ協力）
し製作に協力）
・てづくり。ねっと協力）
かしたクリマス・イルミネーション
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ＮＰＯ法人グリーンオフィスさやま１５年のあゆみ
この 15 年の歩みを、「始動期」、「加速期」、
「発展期」に分けて概要をご紹介します。
＜始動期（2001～2009 年度）＞
・200１年、コミュニティ活動の中核をなして
きた緑化推進本部から主要な地域団体（4 団
体）、さらには自治会
や管理組合にも声掛け
し、ＮＰＯ法人発足に
向けた検討を開始。
・2001 年４月に法人登
記をし、「ＮＰＯ法人
グリーン・オフィスさ
やま」が誕生。
・設立以前から活動していた環境保全系の「緑化
推進本部」、
「わくわく自然園を守り育てる会」、
「生ごみリサイクルを進める会」、地域活性化
系の「楽農クラブ」、福祉系の「たすけあいの
輪」は活動を継続。加えて、新たに地域活性化
支援の観点から「手作り工房」、「おはなし・
てづくり・ねっと」が、情報化支援の観点から
「情報工房」、「印刷工房」、「映像・音響工
房」が、新たな担い手として発足し活動を開始。
※主なマスコミ紹介：2006 年にはノンフィクシ
ョン作家・山岡淳一郎著『マンション崩壊―あ
なたの街が廃墟となる日』で“優等生コミュニ
ティの挑戦”と題して紹介された他、2008 年
にはＮＨＫの番組「ご近所の底力」で“賢く繕
いながら住み続ける団地”として取り上げられ
る。

2005 年、緑化推進本部発足 30 周年を記念し、
バス回転場をハナミズキとウバメガシで修景

＜加速期（2010～2013 年度）＞
・2010 年にプロジェクト「新生ハイツ 35 年プ
ランづくり」に着手。当時、管理組合では“築
70 年を住み続ける”ことを想定して長期修繕
計画を策定していたので、ちょうど折り返し地
点 を迎 えた 時期 だった こと から 、こ れか らの
35 年を見据えた場合の課題を掘り起し、その
対応策を考えようと取り組んだ事業である。

2010 年、第 1 回手作り作品展（不思議な国のハイ
ツ）を開催、隔年開催で以後継続

・2012 年、埼玉県の共助社会課で補助事業「地
域課題解決型協働事業」の公募があり、『新生
ハイツ 35 年プランづくりとその推進』と題し
て応募。採択され、3 年間かけて、「コミュニ
カフェ・ココベリーの開業」、「買物支援サー
ビスの開始」、「里親制度を活かしたふれあい
花壇の造成」、「ブックスタートの開始」、「蓄
積情報のアーカイブス化」などに取組んだ。

201３年、新しく整備された第 2 集会所を活用して
でコミカフェ・ココベリーを開業（月 2 回営業）

発足当初の担い手の構成（各担い手はそれぞれ主体性
をもって事業を展開）
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※主なマスコミ紹介 ：2013 年には増永理彦著
『 マン ショ ン再生 ―二 つの 老い への挑戦 』で
“居住資源の徹底活用事例”で取り上げられる。
＜発展期（2014 年度～）＞
・2014 年、団地再生事業協同組合から国交省の
補助事業「住宅団地型既存住宅流通促進事業」
に共同で取り組む提案があり、共同提案事業と
して『新狭山ハイツにおける既存住宅流通促進
事業』で応募したところ採択。この事業を活か
し、２年間かけて「新狭山ハイツ・ブランディ
ングプロジェクト（略称：ＳＢＰ）」として「は
いつ特命大使の任命」、「工房イベント」、「お
たがいさま里食堂」などを展開。
・2017 年、一般財団法人ハウジングアンドコミ
ュ ニテ ィ財 団の 住まい とコ ミュ ニテ ィづ くり
活動助成に『空き部屋バンクと空き部屋モデル
ルームによる団地の魅力アップ事業』と題して
応募し、採択。この事業を活かし、「空き部屋
をリノベーションし、空き部屋相談会やリノベ
ーション内覧会の場として活用する事業」の他、
ハ イツ の魅 力を 対外的 にア ピー ルす る パ ンフ
「ようこそ新狭山ハイツへ（改訂版）」を作成。
・そして今、これまでの成果も活かしながら、
“築
80 年以上を見据え、超高齢化するハイツを賢
く住みこなしていくための布石”を模索。
※主なマスコミ紹介・表彰：2014 年には公益財
団法人国際観光施設協会からの依頼で連載「地
域から、地域の人々から学ぶ」に“素敵に加齢
す るま ちづ くりを めざ して ”と 題して寄 稿。
2016 年には 公益財団法人あしたの日本を創る

第５回手作り作品展の報告
２０１０年から隔年開催を
してきた本法人主催の「手作
り作品展（不思議な国のハイ
ツ）」が今年第５回目を迎え、
１０月６日（土）と７日（日）
の２日間開催された。その概
要は下記のとおりです。
●会場：「メイン会場」は管理事務所内の第 1 集
会室と第 2 集会室（第 2 集会室ではココベリー
営業）、
「まちかどギャラリー」はふれあい広場、
まちかど花壇、公園に設置、「マイハウスギャラ
リー」は 24－306 に開設。
●出展状況：作品数は 150 点、出展者数は 66
名で、前回を若干下回ったがこれは子ども会育成
会の出展が少なかったことが影響している。
●参加状況：メイン会場の参加者数は 171 名（そ
の内ハイツ外からの参加者は 26 名）だった。

メイン会場における展示風景

協会発行の自治会町内会情報誌『まちむら』（Ｎ
Ｏ137）で立教大学高木恒一教授の論文“郊外の
変容と可能性”でハイツを紹介。同年 にはＮＨＫ

の番組「クローズアップ現代＋」で“団地再生
ふれあい広場の泥だんごア
に向けた合意形成”の好事例としてハイツを紹
ート（子ども会育成会協力）
介。2018 年にはテレビ朝日の番組「大改造！
劇的・ビフォーアフター」で“番組初の団地リ
フォーム”と題して放映され大きな反響を呼ぶ。

マイハウスギャラリー（24－
306 における佐藤歩美個展）

まちかどギャラリー（彫
刻及び木のオブジェ）

今回の開催にあたり作品を出展して頂いた皆様、観
覧して頂いた皆様、そして金子守男実行委員会長を
はじめとする委員の皆様に厚く御礼申し上げます。

2017 年、公益財団法人あしたの日本を創る会 の
「 あ し た のま ち ・く ら し 活動 賞 」に 応 募 し、 振 興
奨励賞を受賞
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番組制作にあたっては、本法人だけでなく自治
会・管理組合も協力。部屋のリフォームにあたって
は団地生活デザイン代表で本法人の理事でもある山
本誠氏が全面協力。また庭のリフォームにあたって
は緑化推進本部のスタッフ有志が協力。
番組放映後の反響は大きかった。本法人のＨＰに
番組の概要を紹介したこともあり、23～2５日の３
日間で 860 件ものアクセスがあった。その余韻は今
も続いている。その後、リノベーションの相談のみ
ならず、ハイツに転入する人も出てきた。
＜オープンハウスを開設＞
・１１月１０日（土）・11 日（日）・２１日（水）
の 3 日間、リフォームした部屋を「オープンハウ
ス」として開放（チームＳＢＰ対応）。

ビフォーアフターの概要と影響
９月 23 日（日）、テレビ朝日の「大改造！ ビ
フォーアフター」（２時間スペシャル）」でハイツ
におけるリフォームが“番組初の団地リフォーム”
と題して放映された。この企画は１昨年『日刊ゲン
ダイ』で掲載された「団地再生注目の星―新狭山ハ
イツ復活の仕掛け人を直撃」（山本と毛塚が取材協
力）と題した記事が関係者の目にとまり、番組制作
の協力依頼があった。
企画の骨子は「若い芸人家族からの依頼でこれか
ら娘二人が大きくなることを考え、もう少し広いマ
イホームをと一大決心し、狭山市の築４４年の分譲
団地を購入、老朽化した部屋を２００万円（デザイ
ン料含まず）の予算でフルリフォームする」という
もの。

オーナーの山崎ノボルさんのご厚意でお宅をオ
ープンハウスに（６７組 12２名の見学あり）

担い手たちの動き（９～１月、※予定含む）
【環境保全支援事業】

＜ツリーイルミネーションの点灯＞
・１２月２日（日）、2 号棟
●緑化推進本部
脇の街角の花壇周りや団地
新狭山ハイツ団地管理組合法人から受託し、団
内の植込みにイルミネーシ
地の共有地内にある植栽地（１.８ｈａ）を対象に、
ョンを取り付け点灯。別途、
毎月、第１と第３日曜日の２回、管理作業を実施。
業者に依頼して大きなケヤ
また、個人の庭の手入れも要請があれば対応。
キを活かしたツリーイルミ
（担当：山下勝之）
ネーションを設置・点灯。
＜特別剪定作業＞
＜個人の庭の手入れ＞
・１０月下旬～１１月下旬にかけて、週３日間、
・１２月４日（火）、住民からの依頼で専用庭３
定例の管理作業とは別に、アベリア、ハギ、サ
件の手入れ作業を有償で実施。
ルシベリ、トウカエデ、ツゲ、マテバシイ、ネ
＜森林施業に協力＞
ズミモチ、モミジなどの樹木の剪定作業を実施。 ・１月１９日（土）、堀兼・上赤坂公園付近の平
＜調整池の泥上げ作業に協力＞
地 林の 倒木 や枯木 を整 理す る や ま緑と里 の会
・１１月１８日（日）、自治会主催の調整池の草
主催の「森林施業」に参加予定。
取り及び清掃作業に協力。
●わくわく自然園を守り育てる会
＜果樹園で果樹の収穫＞
調整池の一画にあるわくわく自然園（ビオトー
・１１月、果樹園の銀杏や渋柿などを収穫。
プ、約８００㎡）で、毎月第４日曜日に管理作業
＜花壇の模様替え＞
や生き物の観察を実施。毎月、第２と第４日曜に
・１２月 2 日（日）、12 カ所の花壇やプランタ
園内を開放。１２月～２月までの間、園内が休眠
ーにパンジー、ストック、ノースポールなどを
状態になることから休園。
（担当：毛塚宏）
植え付け、冬花壇に模様替え。
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●アルミ缶リサイクルの会

●楽農クラブ

毎月、第１と第３日曜日の２回、アルミ缶をリ
サイクルするために回収作業を実施。ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
（担当：毛塚宏）

団地北側に近接する農地（約１００坪）を借り、
野菜を栽培・販売したり、子供たちに収穫体験を
楽しんでもらっています。
（担当：鈴木文雄）
＜サツマイモ＆落花生の収穫体験会に協力＞
・11 月 4 日（日）、あおやぎ文庫主催の「サツ
マイモ＆落花生収穫体験」に協力。今回は「お
たがいさま里食堂」の子供たちと父兄も 参加。

【地域活性化支援事業】
●チームＳＢＰ
チームＳＢＰでは「新狭山ハイツ・ブランディ
ングプロジェクト」を推進中。（担当：山本誠）
＜おたがいさま里食堂の開催＞
・概ね月１回のペースで、若い家族を対象に、近
隣の市民農園において“旬菜をみんなで収穫・
調理・食事”を楽しむ「おたがいさま里食堂」
を開催。毎回２０～３０名の参加あり。
・11 月の里食では、クレオンハウス発行の育児
雑誌「クーヨン」の取材あり（山本が取材協力）。
＜空き部屋バンク・モデルルームの開設＞
・２４－３０６の部屋を借りてリノベーションし、
その後、毎月第２水曜日に「空き部屋相談会＆
リノベ内覧会」を開催。ぜひ、ご利用下さい。
＜クリスマスイルミネーションの設置＞
・ＤＩＹの一環として、自治会からクリスマスイ
ルミネーションの設置を受託し、下記、手作り
工房の協力を得て、造作及び設置作業を実施。

●手作り工房
各種小工作物の製作、宅内の小修繕など、手作
り可能なものはなんでも対応。また手作り工房の
貸出を実施。ぜひご利用を。（担当：金子守男）
＜ＳＢＰの「ＤＩＹイベント」に協力＞
・８月１８日（土）、流しソーメンの際に竹細工
づくりを開催。
・１０月下旬から12月上旬にかけてＳＢＰ事業の
一環として取り組んだ「クリスマスイルミネー
ションづくり」（自治会からの受託）に協力。

サツマイモと落花生 を収穫、 収穫後は焼き芋を食
べながら「おいも劇場（読み聞かせ）」を楽しむ

●おはなし･てづくり☆ねっと
公民館や諸団体などからの依頼に応じ、紙芝居
等の遊びの出前をしています。お気軽に声をかけ
てください。
（担当：中村ルミ子）
＜ブックスタート＞
・１１月１５日（木）、あおやぎ文庫主催の乳幼
児と母親に絵本をプレゼントする「ブックスタ
ート」に協力。2 組 7 名が参加。

●その他、地域活性化支援
＜ＮＰＯ法人さやま協働ネット＞
・１月１０日（木）、さやま市民大学の「まちの
ガーデナー養成講座」で“緑豊かなまちづくり
を考えるー先進地の知恵と工夫”と題して講義
（毛塚がＮＰＯグリーンオフィスさやま代表
理事として対応）。
＜埼玉県グリーン・ツーリズム推進協議会＞
・１０月３０日（火）、埼玉県グリーン・ツーリ
ズム推進協議会の「第 11 回定時総会」に出席
（毛塚が同協議会の理事長として）。

【情報化支援事業】

今回のイルミネー
ションではトナカ
イとサンタクロー
スを新たに設置

●編集工房
＜自治会機関誌「はいつニュース」の発行支援＞
・自治会より「月刊はいつニュース」の発行を受
託し、企画・編集・校正・印刷を行っています。
１０月より新連載「地歴探索を楽しむ」を開始。
はいつニュースは、ＮＰＯじおすのＨＰ（「ハ
イツの窓」）でも掲載。 （担当：中村ルミ子）

●コミカフェ「ココベリー」
毎月第１、第２木曜日に第 2 集会所で営業。依
頼があれば、食事や飲み物の出前も。知人友人お
誘いの上、お気軽にお立ち寄りください。最近、
視察の方も増えています。 （担当：中村ルミ子）
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●情報工房

を残しましょう」を開催（新狭山ハイツ管理組合
法人が後援、本法人も住宅管理支援事業の一環と
して協力）。毛塚が“築 80 年を視野に修繕周期
18 年・工事保証 15 年の施工品質にこだわった
大規模修繕工事と屋上防水工事”を講演。
・１１月２５日（日）、マンション・地域・ネクス
ト研究室（主宰：荻原健）主催の「マンション管
理・運営基礎セミナー」で“長寿命化にこだわっ
た大規模修繕工事の取り組みー長期コスト意識に
基づく長期修繕計画の合意形成とその実践事例に
学ぶ”を講演（毛塚がＮＰＯ法人匠リニューアル
技術支援協会の代表理事＆ＮＰＯ法人グリーンオ
フィスさやまの代表理事として対応）

＜パソコン教室の開催＞
・毎月 2 回、「パソコン教室」（講師：柴田陽一）
を開催。丁寧かつアットホームな教室です。開
催日はＮＰＯじおすのＨＰをご欄ください。
（担当：中島智枝）

●映像工房
＜「自治会の時間」の録画・編集＞
・自治会より受託し、ハイツで行われる各種イベ
ントを録画・編集し、狭山CATVの「自治会の
時間」に提供をしています。（担当：礒光一）

【福祉活動支援事業】
●たすけあいの輪

さや環ネットからのお知らせ

＜買物支援サービスの提供＞
・毎月２回、市内の大型スーパー、あるいは市外の
川越の角上等も組み入れながら買物支援サービス
を提供。車の運行にはＮＰＯ法人なごみテラシ
マのご協力を得ています。 ぜひ、お気軽にご利
用ください。
（担当：福田雪子）
＜生活支援サービスの提供＞
・宅内の整理整頓や小修繕、粗大ごみ出し、庭の手
入れ、その他電球・蛍光灯の取り換えなどをお手
伝いしています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
（担当：小暮次勇）

ＮＰＯじおすは、ＮＰＯ法人さやま環境市民ネ
ットワークに正会員として加入し、毛塚が副代表
理事として、土淵が理事として運営にも協力。ま
た、新狭山ハイツ自治会が賛助会員として応援。
＜「緑のトラスト狭山」の管理に参加＞
・緑化推進本部のスタッフ有志が毎月第２日曜日
と第４金曜日に堀兼・上赤坂の森にある「緑の
トラスト狭山（９号地）」の管理作業に参加。
＜環境にやさしいライフスタイル講座に協力＞
・９月２７日（木）、富士見公民館への出前環境
講座「家庭に潜む有害化学物質」を担当（土淵
が同ネットワークの理事として）。
・１２月１４日（金）、広瀬公民館主催の寿大学
で「環境にやさしいまちづくりと市民の役割―
主として緑に着目して」を出前講義（毛塚が同
ネットワークの副代表理事として）。
＜さやま環境ウォーク2018の開催に協力＞
・１１月２４日（土）、埼玉県の「ふるさと緑の
景観地」に指定されている堀兼・上赤坂の森で
開催の「さやま環境ウォーク 2018」に協力。
当日、本法人のコミカフェ・ココベリーが参加
者にふるまう豚汁の提供に協力。大好評だった。

●その他福祉活動支援
・狭山市社協の有償福祉サービス普及検討会（毛
塚）やふれあいサロン協議会（中村）に参加。

【集合住宅管理支援事業】
＜ＮＰ０法人匠リニューアル技術支援協会に参加＞
・ＮＰ０匠リニューアル技術支援協会に毛塚が同協
議会の代表理事として運営に協力。集合住宅の管
理に関する各種情報の入手やハイツの取り組み等
の紹介をしています。
（担当：毛塚宏）
・１０月２８日（土）、ハイツにてＮＰＯ匠リニュ
ーアル技術支援協会主催の「マンション管理セミ
ナー及び意見交換・交流会～知識を得て賢くお金
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ＮＰＯじおすからのお知らせ
手作り工房

コミカフェ「ココベリー」
ココベリーで・おしゃべりして
・心ベリーナイス＆ホット
●場
●営
●内

宅内修繕をお手伝いします
●玄関ストッパーの取付・調整、
引き戸敷居スベリの取付、蛍光
灯・電球の取替、台所換気扇や
フードの清掃、電灯スイッチ・コンセントの
取替、網戸の張替手摺の設置、簡単な地震対
策、その他小さな大工仕事など
●改装工事に関わるアドバイス

所：管理事務所第 2 会議室
業：毎月第 1・第３木曜日（10 時～16 時）
容：コーヒーなど飲物、ランチ
とれたて野菜、手作りパンなど販売

※内容は毎月変わります。詳細は階段掲示をご覧
ください。

連絡先：金子守男（電話：2954－4670）
あるいは「たすけあいの輪」
連絡先：小暮次勇（電話：080-1324-4838）

連絡先：中村ルミ子（電話：2953ー3082）

たすけあいの輪

おはなし・てづくり☆ねっと

何かおこまりごとがありましたら
お気軽にご相談下さい
あなたの暮らしをサポートします

「遊びの出前」をいたします
お気軽にご相談下さい

＜生活支援サービス＞
●内 容：庭の除草や剪定、粗大ごみ出しや運搬、
室内の整理整頓、宅内小修繕（手作り工房と連
携等）
●料 金：1 時間 800 円が目安

●料 金
・スタッフ2名40分程度の出前（3,000円～）
・スタッフ2～4名程度の出前（6,000円～）

連絡先：小暮次勇（電話：080-1324-4838）

連絡先：中村ルミ子（電話：2953ー3082）

※料金はあくまで目安です。対象年齢、季節、テー
マなどを十分に考慮させていただきます。

＜買物支援サービス＞
●日
●場

情報工房（パソコン教室）

時：毎月第２・第４の火曜日、１３：２０
（集合場所：申し込み時にお知らせ）
所：ヤオコー、セキチュウ、角上、サイボク
など（月によって変わります）

パソコンの使い方を基礎から、
繰り返し練習する講習会です。

※詳しくは階段掲示をご覧ください。

●内

容：基本的なウィンドウズ操作、Word、
Excel 基本、画像の加工（フリーソ
フト使用）等を演習課題を作成しな
がら、理解を進めます。
※月 2 回開催（詳細はＨＰ、もしくは下記へ
お問い合わせください）

●内

容：原則 3～６人同乗、買物時間は約 1 時
間。
管理事務所前で 15：30 頃解散
（ご希望により戸口前下車も可）
※ＮＰＯなごみテラシマと連携しサービスを提供
●料 金：一人 800～1,000 円（３人同乗の場
合）
●予 約：４日前までに下記にご連絡ください。

●講
●場
●料

連絡先：福田雪子（090－5800－0680）

師：柴田陽一
所：新狭山ハイツ３１ー２０１
金：１カ月 2,000 円

※ノートパソコンをお持ちください。

ＮＰ０じおすの軽トラ貸し出し

連絡先：中島智枝（電話：2954ー3096）

お気軽にご連絡ください
●料

ラミネーターの貸し出し

金：半日利用 500 円
1 日利用 1,000 円

Ａ３サイズまでラミネート加工のできる機器を
お貸しします。事務局までご連絡ください。

連絡先：毛塚宏（090－3962－3840）
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ＮＰ０じおすの事業案内

事務局からのお知らせ
＜マン管センターのヒアリングに対応＞
・８月２３日（木）、公益財団法人マンション管
理 セン ター 総合 研究所 の浅 見所 長と 関研 究員
のヒアリングに対応（毛塚）。一般的な長期修
繕 計画 では カバ ーしき れな い長 期的 な視 点か
らのマンションの運営計画について。
＜朝日新聞にハイツの紹介記事が掲載＞
・９月２５日（火）、朝日新聞（埼玉版）に「平
成とは ニュータウン下 絆を育んで“新たな
故郷”に」の記事の中で、新狭山ハイツの長寿
命化の取組みの紹介あり（毛塚取材協力）。
＜黄色いレシートキャンペーン贈呈式に参加＞
・１０月１４日（日）、イオン武蔵狭山店におい
て 黄色 いレ シー トキャ ンペ ーン にお ける 贈呈
金額の贈呈式がありました。今回は本年度上期
分 とし て本 ＮＰ ０ 法人 に対 する 投函 レシ ート
の１％にあたる 7,500 円（イオンカード）の
寄贈を受けました。感謝申し上げます。
＜北海道地震災害に義援金＞
・北海道胆振東部地震災害に義援金 3 万円を寄付。

予告：ＮＰＯじおす設立 15 周年
記念イベントを開催

●環境保全支援事業
緑化推進本部：団地内植栽物の管理運営、森の再生支援
わくわく自然園を守り育てる会：ビオトープの管理運営
アルミ缶リサイクルの会：アルミ缶の集団回収

●地域活性化支援事業
チームＳＢＰ：新狭山ハイツ・ブランディングプロジェ
クトの推進
ココベリー：コミュニティ・カフェの運営
楽農クラブ：共同農場の管理運営
手作り工房：各種手作り作業の支援、工房の管理運営
おはなし・てづくり☆ねっと：紙芝居やお話会などの遊
びの出前、乳幼児と親に絵本を贈るブックスタート

●情報化支援事業
編集工房：自治会機関誌等の企画・編集・印刷
情報工房：パソコン指導、ＨＰの管理
映像工房：ビデオ撮影・編集

●福祉活動支援事業
たすけあいの輪：買物支援・生活支援サービスの提供

●住宅管理支援事業
団地再生・長寿命化・コミュニティマネジメントの支援

●その他支援事業
上記に掲げる事業に取り組む団体の運営活動に関す
る連絡、助言・援助の活動など
法人認証登録：2003年4月4日
会員数：正会員39名、賛助会員42名、法人会員4社
年会費：正会員3,000円、賛助会員1,000円、
法人会員：10,000円

引き続き応援して下さい
これからも本法人を支えて下さい。
また、身近な方に会員加入をお勧め下さい。
よろしくお願いいたします。
連絡先：事務局・毛塚（090－3962－3840）

日時：2 月 24 日（日）、１３：３０～
場所：管理事務所内（第 1 集会室）
内容：第 1 部：講演会＆報告会
講演会「築 80 年を住み継ぐため
の住みこなしの知恵と工夫」
講師：東京大学大学院建築学専攻
教授 大月敏雄氏
報告会「ＮＰＯ法人グリーンオフ
ィスさやま 15 年のあゆみ」
第２部：交流会
参加費：500 円（資料代・飲物代など）

編集後記
本号で本法人の 15 年の歩みをご紹介した。あら
ためて“コトのつながり”や“ヒトのつながり”
が こ れ ま で の 成 果 に 大 き く 貢 献 して い るこ と を
実感。しかし、これからの超高齢化社会の進展を
考えると課題山積である。本法人ができることに
は限界はあるものの、将来を見据えつつ 、“住み
継ぐ”“住みこなす”をキーワードに、身近な課
題 に 真 摯 に 向 き 合 っ て い く 姿 勢 を大 事 にし て い
きたいと思う。
（もも）

※詳しくは階段掲示をします。
ぜひ奮ってご来場ください。

事 務 局

サテライト（事務スペース兼サロン）
〒350-1301 狭山市青柳63-31-102(毛塚宅) 〒350-1301 狭山市青柳63-21-101
電話＆FAX：04-2954-2265
Email：GOS@go-sayama.net
携帯電話：090-3962-3840
ＨＰ：http://www.go-sayama.net（ＳＢＰ専用
Email：momo.kezuka@nifty.com
サイト：https://shinsayama-heights.jimdofree.com/）
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