安心して楽しく住み続けられる街・コミュニティづくりをめざして
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２０１９年８月発行

築８０年を住み継ぐための賢い住こなしを

わくわく自然園に咲くスイレン

新 狭山ハ イツで は管理 組合法 人が築 ８０年 を目標 に共有 財産の 保
全していくことを決めています。本法人ではこうした動きをふまえ、
昨年４月に法人設立１５周年を迎えたことを機に“築８０年を住み継
ぐために賢く住みこなしていく”ことを目標に活動をスタートさせて
います。具体的には、記念事業の一環として、３月に東京大学の大月
敏雄教授による記念講演「町を住みこなすー超高齢化社会の居場所づ
くり」を開催するとともに、その直後にワールドカフェ「住みこなし
会議」を開催したところです。９月には「第２回住こなし会議」を開
催することにしています。多くの方にご参加いただき、加速化する超
高齢化及び少子化を見据えた“知恵と工夫”をご検討頂けたら幸いで
す。
（代表理事：毛塚宏）

トピック（２０１９年３月～７月）
ケヤキの姿

３月 ：東京大学の 大月敏雄教 授による記念 講演会 「町を住みこ なす」 を
開催、後日、ワールドカフェ「住こなし会議」を開催

６月：堀兼小学校２年生の課外授
業「ハイツたんけん」に協力・公
園で自治会長が歓迎の挨拶

主な記事

７月： じゃがいも堀と紙芝居
「 おい も劇場 」開 催 （ あ お や ぎ
文庫主催、楽農クラブ協力）

メッセージ、トピック（２０１９年３月～７月）
２０１８年度事業報告＆２０１９年度事業計画
ＮＰ０じおす設立１５周年記念事業（３月）
担い手たちの動き（３～８月、※予定含む）
さや環ネットからのお知らせ
ＮＰＯじおすからのお知らせ
事務局からのお知らせ・ＮＰＯじおすの事業案内
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４月：野点や草花即売会等の春を楽
しむつどい（緑化推進本部 ）

７月：第４３回新狭山ハイツ夏祭り
の準備・模擬店に出店（ＮＰＯじお
す関係団体が協力）
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201８年度事業報告＆201９年度事業計画
５月２６日（日）、第１６回通常総会が開催さ
れ、２０１８年度事業報告・収支報告、２０１９
年度事業計画案・収支予算案・役員体制案が承認
されました。骨子をご報告します。なお、文中の
※印の事業はＮＰＯが事業主体ではなく、協力団
体が事業主体であることをお断りしておきます。
＜２０１８年度事業報告＞
・全体事業：第 5 回手作り作品展の開催、本法人
設立 15 周年記念事業の実施。
・環境保全支援事業：団地内の植栽物の管理※、
わくわく自然園（ビオトープ）の管理※、アル
ミ缶のリサイクル、市内の環境保全活動への協
力等。
・地域活性化支援事業：コミカフェ「ココベリー」
の運営、共同農場の運営※、各種手作り作業※、
手作り遊びの出前、新狭山ハイツ・ブランディ
ングプロジェクトの推進、その他市の協働事業
への協力等。

・情報化支援事業：自治会機関紙「はいつニュー
ス」の発行、市の広報物の配布、パソコン教室
の開催、「自治会の時間」の収録・編集等。
・福祉活動支援事業：有償福祉サービスとしてた
すけあいの輪の活動、買物支援サービスの実施、
その他福祉活動支援の活動等。
・住宅管理支援事業：管理組合等への支援等。
＜２０１９年度事業計画＞
・全体事業：本法人のマネジメント機能の強化（下
院加入の促進、寄付金の募集、コンサルタント
業務の強化、サテライトの撤収など）
・個別事業：昨年度に引き続き、環境保全、地域
活性化、情報化、福祉活動、住宅管理に関わる
支援事業の実施。
なお、総会後の交流会では、「ミニライブ・
柳沼治美さんのマジックショー」を楽しみなが
ら歓談。

２０１８年度収支報告（ ２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日）
収入の部（単位：円）
項
目
１ 会費収入
２ 事業収入
(1)環境保全支援事業
(2)地域活性化支援事業
(3)情報化支援事業
(4)福祉活動支援事業
(5)住宅管理支援事業
３ 寄付金等収入
経常収益計（Ａ）

支出の部（単位：円）

決

算
項
目
134,000 １ 事業費
11,791,492
(1)環境保全支援事業
7,744,170
(2)地域活性化支援事業
2,423,737
(3)情報化支援事業
1,320,537
(4)福祉活動支援事業
183,048
(5)住宅管理支援事業
120,000 ２ 管理費
129,963
12,055,455 経常費用計（Ｂ）
①当期経常増減額（Ａ―Ｂ）
②前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額（①＋②）

決

算
11,403,432
7,530,330
2,384,047
1,205,937
177,518
105,600
828,102
12,231,534
－176,079
609,028
432,949

２０１９年度収支予算（ ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）
収入の部（単位：円）
支出の部（単位：円）
項

目

１ 会費収入
２ 事業収入
(1)環境保全支援事業
(2)地域活性化支援事業
(3)情報化支援事業
(4)福祉活動支援事業
(5)住宅管理支援事業
３ 寄付金等収入
経常収益計（Ａ）

予

算
項
目
161,000 １ 事業費
12,583,169
(1)環境保全支援事業
8,626,062
(2)地域活性化支援事業
2,392,127
(3)情報化支援事業
1,361,902
(4)福祉活動支援事業
173,078
(5)住宅管理支援事業
30,000 ２ 管理費
120,000
12,864,169 経常費用計（Ｂ）
①当期経常増減額（Ａ―Ｂ）
②前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額（①＋②）
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予

算
12,201,569
8,414,062
2,346,327
1,246,102
168,078
27,000
654,000
12,855,569
8,600
432,949
441,549

ＮＰＯじおす設立１５周年記念事業（３月）
本法人が昨年 4 月で設立 15 周年を迎えたこ
とを機に記念事業として下記の事業を実施しま
した。その概要をご報告します。
・記念講演会と活動報告会の開催
・住みこなし会議（第 1 回）の開催
＜記念講演会と活動報告会の開催＞
２月２４日（日）、「記念講演会＆報告会」を
開催しました。ハイツ内外から７０名余りの方々
にご参加いただきました。立教大学の高木恒一教
授、さやま市民大学の小山周三学長、途中からで
し たが小 谷野剛 狭山市長 にもご 臨席いた だきま
した。
第１部の「記念講演会」では、東京大学大学院
工 学系研 究科建 築学専攻 教授 の 大月敏雄 氏から
「 町をす みこな すー超高 齢酢社 会の居場 所づく
り」と題して、ご講演頂きました。冒頭、「居場
所 づくり の目的 は地域包 括ケア システム の完成
にあるのだが、その中心にあるべき“住まい”の
議論がほぼないのが問題」と指摘され、“住まい”
の視点から、①人生のスパンで住宅を考える、②
家族十色の暮らし方を考える、③地域で住み替え
る、④まちのあちこちに主観のある居場所をつく
る、⑤町を居場所にするなどについてお話しされ
た。
話を伺って、居場所づくりは「ハイツだけでな
く 町とい うスケ ールで考 えつつ 町を 住み こなし
ていく」という発想が大事だと感じました。先生
の お話を さらに 詳しくお 知りに なりたい 方は著
書 『町を 住みこ なす―超 高齢社 会の居場 所づく
り』（岩波新書）をご一読下さい。

講演会に続いて、ＮＰＯじおすから「１５年の
歩み」と題して、代表理事の毛塚が報告。報告で
は、①コミュニティ・マネジメント力を培ってき
た事業、②ＮＰＯ発足、コミュニティを支えてい
た担い手、③団地発をＮＰＯ誕生、④少子高齢化
を 見据え た模索 、⑤団地 再生に 向けた新 たな挑
戦・３つのアクション、⑥築８０年を住み継ぐた
めに、⑦ハイツの取組みに対するマスコミ等の評
価、⑧取り組みを通じてこだわってきたことを紹
介（詳細は本法人のＨＰをご覧下さい）
記念講演会後、第二集会室にて、先生を囲み「交
流会」を開催。ココベリー提供のおつまみを賞味
しながら参加者相互の交流を深めました。
＜住こなし会議（第１回）の開催＞
3 月 16 日（土）、ワールドカフェ「築 80 年
を 住み継 ぐため のハイツ を考え ようー住 みこな
し会議」の第１回を開催（副代表理事の中村がコ
ーディネイト）。20 名余りの参加者で話し合わ
れたことは、最後に「ハイツの木」としてまとめ
ました。

予告：第 2 回住こなし会議を開催
■日時：９月２８日（土）、１３時 30 分～
■場所：管理事務所第一集会室
■内容：
①話題提供：町普請計画事務所の権田和司氏
から「高齢者の住まいづくり」を講演
②ワールドカフェ：第 1 回の住みこない会議
の結果をふまえて、築 80 年を住み継ぐた
めの知恵と工夫を考えます。

記念講演会の様子（冒頭、ご来賓の小谷
野市長より挨拶をいただく）
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担い手たちの動き（３～８月、※予定含む）
【環境保全支援事業】

●わくわく自然園を守り育てる会
調整池の一画にあるわくわく自然園（ビオトー
プ、約８００㎡）で、毎月第４日曜日に管理作業
や生き物の観察を実施。毎月、第２と第４日曜日
に園内を開放。１２～２月までは園内が休眠状態
になることから休園。
（担当：毛塚宏）
＜フキノトウのお裾分け＞
・３月５日（火）と９日
（土）の両日、園内に
咲くフキノトウを収穫
し、フキ味噌やフキの
天ぷら等でご賞味いた
だけたらと住民にお裾
分けをしました。大好
評でした。
＜堀小 2 年生の「ハイツたんけん」に協力＞
・６月１４日（金）、地元の堀兼小学校２年生の
１０グループ４２名が「ハイツたんけん」のた
めに来団。園内の様子を案内しました。子供た
ちは「まるた小屋」や「果樹園」もたんけん。

●緑化推進本部
新狭山ハイツ団地管理組合法人から団地の共
有地内にある植栽地（１.８ｈａ）の管理を受託し、
毎月、第１と第３日曜日の２回、管理作業を実施。
また、個人の庭の手入れも要請があれば対応。
（担当：山下勝之）
＜春を楽しむ集いの開催＞
４月２１日（日）、八重桜の咲く南第一公園で
「春のつどい」を開催。野だて、草花＆旬菜即売
会、梅酒・桜茶の試飲、花壇めぐりなどを楽しん
で頂きました。野だてでは子ども会育成会のお母
さんと子供たちにお手伝いを頂きました。

草花即売会

＜春季特別剪定作業＞
・４月下旬～６月下旬にかけて、週３日間、定例
の管理作業とは別に、低木や中木の剪定作業や
草刈りを実施。
＜花壇の模様替え＆梅酒づくり＞
・６月３日（日）、１２か所の花壇やプランター
を模様替え。ハイツの梅を収穫し、梅酒づくり。
これまで仕込んだ梅酒は「春を楽しむ集い」や「夏
祭り」で飲んで頂いた。
＜研修旅行＞
・6 月９日（日）・１０日（月）、1 泊 2 日の日程
で、栃木県の足利学校、古峰神社、茨城県の五浦
海岸、さかなセンターなどを巡る研修旅行を開催。
＜ハイツ夏祭りに参加・協力＞
・７月１３日（土）、第４３回新狭山ハイツ夏祭り
に出店、夏祭りの準備・片づけにも協力。
＜七夕まつりクリーンボランティアに参加＞
・８月３日（土）、入間川七夕まつりのクリーンボ
ランティアに約２０名が参加。

●アルミ缶リサイクルの会
毎月第 1 と第 3 日曜日の 2 回、アルミ缶を集団
回収しています。ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
（担当：毛塚宏）

【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に
取り組んでいます。
（担当：山本誠）
＜空き部屋相談会＆団地リノベ内覧会の開催＞
原則、毎月第2火曜日の午後、２４号棟３０６
室にて「空き部屋相談会＆団地リノベ内覧会」を
開催。リノベーションの方法も学べます。お気軽
にご利用下さい。
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＜おたがいさま里食堂＆ごちそうさま里食堂を
開催＞
・旬菜をみんなで収穫・調理・賞味する「おたが
いさま里食堂」を４～７月の間、２回開催。毎
回、２０～30名の親子連れが参加。
・８月には女性シェフ：川島さんの旬菜を活かし
た手料理を楽しむ「ごちそうさま里食堂」や「流
しソーメン」を開催予定（詳しくは階段掲示を
ご覧下さい）。

＜ＳＢＰの「ＤＩＹイベント」に協力＞
・５月に「モビールをつくろう」を開催。8 月に
は「夏休みの宿題をおうえん（木琴や貯金箱）」
を開催予定（詳しくは階段掲示をご覧下さい）。
＜夏祭りの舞台づくりに協力＞
・自治会からの依頼を受け夏祭りの舞台づくりに
協力。

●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）

●その他、地域活性化支援
＜埼玉県グリーン・ツーリズム推進協議会＞
・毛塚が同協議会の理事長として運営に協力して
います。
・７月１３日（土）、埼玉県主催の「ふるさと暮
らしセミナー（グリーン・ツーリズムから就農
相談まで）の第１部：講演＆トークセッション
に協力（毛塚が対応）。
＜さやま市民大学のまちづくり講座に協力＞
・７月 19 日（金）、さやま市民大学のまちづく
り講座がハイツで開催され、「住みこなすため
のコミュニティ・デザインとコミュニティ・マ
ネ ジメ ント ～新狭 山 ハ イツ にお ける誰も が住
み続けたいまち・住みたくなる」をテーマに現
地視察と講義に協力（毛塚が対応）

＜工房イベントの開催＞
・４～7月の間、「工房イベント」を2回開催（詳
細は「手作り工房」の項参照）。

●コミカフェ「ココベリー」
毎月第１、第２木曜日に集会所で営業。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。
（担当：中村ルミ子）

●楽農クラブ
遊休農地を共同農場（約１００坪）として借り、
野菜を栽培し、子供たちに収穫体験を楽しんでも
らっています。なお、共同農場は団地の北側から
久保川沿いに移設しました。（担当：鈴木文雄）
＜ジャガイモの収穫体験会に協力＞
・７月７日（土）、あおやぎ文庫主催の「じゃが
いもほり＆おいも劇場（紙芝居）」に協力。

【情報化支援事業】
●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）

●情報工房
＜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）

●手作り工房

●映像工房

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。また手作り工房は
貸出も行なっています。お気軽にご利用下さい。
（担当：金子守男）

＜「自治会の時間」の録画・編集＞
・自治会より受託し、ハイツで開催の各種催しを
記録・編集し、狭山CATVの「さやまの窓（こ
んにちは自治会）」に提供。（担当：毛塚宏）
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【福祉活動支援事業】
さや環ネットからのお知らせ

●たすけあいの輪
＜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
を提供してきました。6月からイオンの移動販売が
始まったこともあり、サービス内容を再検討して
います。決まりましたら階段掲示でお知らせしま
す。
（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、
ハイツ自治会も賛助会員として応援しています。
＜第1２回通常総会に参加・協力＞
・５月 20 日（日）、中央公民館にて第 1２回通
常総会が開催され、毛塚が同ネットの副代表理
事、土淵が理事として出席。
・総会後、東京大学名誉教授・財団法人さいたま緑
のトラスト協会理事長の太田猛彦氏による講演
「森林飽和―里山から見た日本の森林の変遷」が
開催されました。
＜環境イベントに協力＞
・７月３１日（水）、智光山公園にて開催の「LIGHT
DOWN IN SAYAMA」に協力（毛塚）
＜環境にやさしいライフスタイル講座に協力＞
・８月１８日（日）、堀兼・上赤坂公園にて子供
を対象に「森の散策とクラフト体験会」が開催
される予定。堀兼公民館で参加の申し込みを受
け付けています。ぜひ、ご参加を。
＜「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）」における管理作業に
参加。
＜市議会建設環境委員会と意見交換＞
・近年、環境変化や物流のグローバル化で外来動
植物の脅威にさらされています。植物ではサク
ラやウメ等を枯らすクビアカツヤカミキ、植物
の育成を妨げる成分を含んだナガミヒナゲシ、
河川敷等に繁茂するアレチウリが、魚類ではブ
ラックバス、コクチバス、ブルーギル等の繁殖
が問題になっています。こうした状況をふまえ、
７月４日（木）、「狭山市における特定外来種
への市民対応について」をテーマに市議会建設
環境委員会（委員長：千葉議員）と意見交換を
行いました（毛塚出席）。

●その他福祉活動支援
・狭山市社協の有償福祉サービス団体連絡協議会
（毛塚）やふれあいサロン協議会（中村）に参
加し、地域福祉に関する情報提供や情報交換を
しています。

【集合住宅管理支援事業】
＜ハイツのマンション経営の取組みが紹介＞
・６月１０日（月）、(株)プログレス発行の『壊
さないマンションの未来を考える』
（住総研「マ
ンションの持続可能性を問う・研究委員会編」）
で“マンションの経営を考える”の項（園田眞
理子著）で新狭山ハイツ及び本法人の取組みが
紹介されました（毛塚、山本が取材協力）。
＜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。分譲マンショ
ン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）

県西部地域で分譲マンションネット
ワーク「ルート１６」の発足に着手
ＮＰＯ法人匠では、高経年マンションが集
積す る埼玉県西部 地域において 管理組合
相互 の交流を促し つつ建物の長 寿命化を
めざ した設計及び 施工品質の向 上を推進
するとともに、建物の保全という観点から
点検・補修の重要性を喚起するため取組に
も努めるため、新たに分譲マンション交流
ネットワーク「ルート１６」を立ち上げる
ことに。（毛塚が新狭山ハイツでの実績を
もふまえ、取りまとめ役を担当）

ナ ガ ミ ヒ ナ ゲ シ はハ
イ ツ で も 多 く 見 られ
るようになりまし
た 。 花 が 綺 麗 な ので
す が 気 が 付 い た ら駆
除して下さい。
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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

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）
買物支援サービス
●日
●場

●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

おはなし・てづくり☆ねっと

時：毎月第１火曜日、１３：２０
（集合場所：申し込み時にお知らせ）
所：川越ＴＯＰ（生鮮市場角上、日用品・文
具・手作りパン・書籍売場もあり）など

「遊びの出前」をいたします
お気軽にご相談下さい

※詳しくは階段掲示をご覧ください。

●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～）

●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。

※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。

連絡先：中村ルミ子（電話：2953ー3082）

連絡先：福田雪子（090－5800－0680）

情報工房（パソコン教室）
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。

たすけあいの輪
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

●内

＜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
連絡先：小暮次勇（電話：080-1324-4838）

●講
●場
●料

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

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）

金：半日利用 500 円
1 日利用 1,000 円

ラミネーターの貸し出し
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

●環境保全支援事業

＜子育て世代向けの小冊子に里食が紹介＞
・３月、狭山市総合政策部政策企画室総合戦略推進
室発行の小冊子『さやま×こそだて×つながる』
（平成３０年度行政提案型協働事業・子育て世代
参画によるさやま魅力発信事業）に「おたがいさ
ま里食堂」のことが紹介されました
＜黄色いレシートキャンペーン贈呈式に参加＞
・４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Ｎ Ｐ０ 法 人に 対 する 投函 レ シー ト の
１％にあたる 6,700 円（イオンカード）の寄
贈を受けました。感謝申し上げます。

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

ＮＰＯじおすを応援して下さい!!

●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

本法人の取り組みを多くの方に応援して
いただきたいと、ふるさと納税に似た新
企画「ご寄付金をいただき、その返礼と
してハイツ産の素敵な品をプレゼントす
る」をスタートさせました。内容の詳細
は「瓦版」に挿入したチラシや本法人Ｈ
Ｐをご覧下さい。

●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27名、賛助会員40名、法人会員3社
年会費：正会員3,000円、賛助会員1,000円、
法人会員：10,000円

既に２件のご寄付を頂いています。

会費の納入にご協力下さい
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）

地域＆団地活性化応援隊
「ＨＡＰＰＹ」が発足
地域や団地における活性化の取組みを
応援したいと新狭山ハイツ・ブランデ
ィングプロジェクトを推進してきた下
記のンバーがそれぞれのストックを活
かして活動を始めます。
●毛塚宏：コミュニティ・マネジメント
●中村ルミ子：紙芝居で地域を応援
●山本誠：団地のブランディング＆ＰＲ

編集後記
近年、新狭山ハイツにおけるブランディングプロ
ジェエクトの取組みが雑誌・新聞・テレビなどで
紹介されたり、視察を受け入れる機会が増えた。
そうした機会を通して、自分たちの取り組みを相
対化できるのは幸いである。いろいろ教えられる
ことも多い。これから取り組む“築 80 年を住み
継ぐことをめざした住みこなし”も注目されるだ
ろう。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）

詳しくは本法人のＨＰをご覧下さい。
ぜひ、ＰＲをお願いします、

事 務 局

情報提供
〒350-1301 狭山市青柳63-31-102(毛塚宅) 本法人のＨＰ：http://www.go-sayama.net
新狭山ハイツ・ブランディングプロジェクトのＨＰ：
電話＆FAX：04-2954-2265
https://shinsayama-heights.jimdofree.com
携帯電話：090-3962-3840
Email：momo.kezuka@nifty.com
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