CMA News

Vol.6
2011.05.14
The Community Management Association

二つの助成事業がスタートします。
ＣＭＡ活動も３期目を迎えることになり
ました。
２００９年度事業規模：
１５０万円、
２０
１０年度：
２００万円と少しずつですが、
Ｃ
ＭＡの事業規模も拡大してきています。
昨年に申請しておりました助成事業の
うち、
「子どもゆめ基金助成」
と
「大阪
府自殺対策強化事業」の二つが採

一般社団法人コミュニティマネジメント協会［ＣＭＡ自転車市民倶楽部］主催

西鳥取
むら・まち交流
エコ輪行
ツーリズム
1泊
2日

●大阪府自殺対策強化事業
本事業はＣＭＡで進めてきた「４８
時間見守システム開発事業」が大阪
府の「自殺対策強化事業」の一環と
して採択されたものです。
（ 総事業費
約４９０万円）同システムのハード面の

自転車というエコ・モビリティにできること。いっぱいあります。
その楽しさと、可能性の追求を次世代にも継続してほしいから。
第2回バス輪行「西鳥取むら・まち交流エコ輪行ツーリズム」を実施します。
智頭の里山に、日本人の原風景を再発見しながら、
自転車の旅をゆるりと満喫しましょう。

整備は、昨年来協力を得ていた電気
錠会社により最終に近い試作品が完
成したところです。
このシステムは公営

択されました。
ＣＭＡの２期にわたる地
道な活動成果が少し花開いたようで、
日

開催

ひとえにＣＭＡ会員各位のご尽力のお

平成 22 年 12 月
（土）
（日）

4日〜5日

〔雨天決行〕

申込み締切（参加費振込み期限 ）
：11月1０日（水）

住宅単身居住者の見守りを玄関ドア
の開閉情報をもとに確保していく方式

※なお定員２５名になり次第、締め切らせていただきます。

[ 観光バス料金 1 泊２食
（ドリンク）付き ]

かげと思います。

費用 ＣＭＡ会員

参加

その結果、
２０１１年度予算規模は
約７８０万円と従来の４倍程度の事業
を進めていくことになりました。今年度事

23,000円
26,000円
サポート会員

●参加申込時にＣＭＡ入会手続きをされる方は、
ＣＭＡ会員の参加費用とさせていただきます。
ＣＭＡの入会手続きはＣＭＡホームページを参照下さい。

▲第１回ＣＭＡ鳥取バス輪行ツーリズム
東郷倉吉自転車道⇒小鴨川沿（撮影：下田尚男さん）

ツアーコース等、詳細は裏面をご参照ください。
▶

ですが、機械設備のみに頼るのではな
く、一定程度の人的協力体制により維
持管理していくことにより適切な価格で

▲第2回バス輪行・募集チラシ

業の核になる二つの助成事業につい
ては、今後詳細実施計画を立てていく

転車教室」
と
「夏休み・しまなみ海の学

ことになりますが、
ここではその概略につ

校」の２企画で応募し、約１００万円の

いてまとめてみました。

助成を受けることになりました。
「しまなみ海の学校」は今年度実施

●平成２３年度子どもゆめ基金助成
事業の概要

予定である「つるむｄｅ尾道」事業と関

本事業は「独立行政法人国立青

ツーリズム」で形成された「大阪自然

少年教育振興機構」による助成事業

教室」
との連携の中で、本格的な子ど

の導入確保とコミュニティのふれあい強

で、
子どもたちを対象とした事業が前提

もたちのための企画ということで応募し

化につながることを意図したシステム開

になっています。
ＣＭＡでは自転車市民

ております。
「つるむｄｅ尾道」事業の

発事業です。

倶楽部ですでに実績のある「子ども自

きっかけとなった尾道市主催「海フェス

今年度は同システム実施の第１段

タ・おのみち」は、東日本大震災の影

階として、導 入 団 地・設 置 住 戸の選

響で１年延期となりましたが、来年の正

定、
作動情報の記録・分析、
システムを

式実施に先立つ「プレ・ツアー」
として

ささえるコミュニティ組織・支援体制の

位置づけ実施することにしていましたの

検討他を実施していくことになります。
大

で、子ども対象への企画変更は可能と

阪府下団地でのテスト実施になります

考えております。

ので、
ＣＭＡ会員の皆様にも
「４８時間

連をもたせるとともに「 鳥 取バス輪 行

今年８月に３泊４日の予定で実施す
る予定ですので、
リーダー・講師として
▲日之出自転車メンテナンス教室

のご協力・参画をお願いいたします。

▲試作品

見守システム開発事業部会」への積
極的なご参加を期待しております。
ＣＭＡ副会長

井上

守

第４回ＣＭＡ住宅見学会
有料老人ホーム・スーパーコート猪名寺
４月１６日
（土）
１４
：
００〜

CMAむら・まち協働ことぶき市
第３回ＣＭＡ総会にて同時開催予定！
！

●建築概要
・住宅型有料老人ホーム
（１０３室）
・運営会社：株式会社シティー・エステート
（ＣＭＡ賛助会員）
・ＲＣ造・４階建 延床面積３，
３５０㎡
・企画・設計監理：井上守建築事務所
・施工：株式会社フジタ大阪支店
●施設の特徴
・サラリーマン・リタイヤー層をターゲット
・保証金３０万円・賃料１５万円程度（食事
つき）
のリーズナブルな費用で利用できる。
・温泉浴室、充実した食事、
スタッフのホス
ピタリティ他、
ホテルを母体とする運営会社
のノウハウの集積したスーパーコート・シ
リーズのモデル施設である。
・６月１日オープン

（井上）

会員リレー・メッセージ

CMA自転車市民倶楽部コーナー
自転車を共に楽しむ市民の会 として3
月22日「自転車市民倶楽部」を立ち上げ
ましたが、発足ポタリングもミーティングも実
施できずに、
はや2ヶ月が過ぎようとしていま
す。振り返れば今年は花見ポタも未消化

3回総会にて「自転車市民倶楽部」発足
会を兼ねた懇親会を催します。
その場で6
月〜9月までの倶楽部イベント
（OCAニュー
スに掲載）
を検討いたします。

のまま、
気が付けば夏至も近づき。
ちょっと自
転車から遠ざかると、体の締まりが弛みつ
つあるイヤ〜な予感が……
昨年はこども自転車メンテ教室や鳥取
バス輪行を各2回実施し、今年は2月の伊

▲シンボルマーク

海道ツアーも予定されていましたが、来年 〈2011年予定行事案〉
に延期になった「海フェスタ」のプレツアー ●「つるむde尾道」
しまなみ海道プレツアー
として実施内容を見直します。
（8月）
また東日本大震災に対する自転車支援 ●「しまなみ海の学校」自転車教室（8月）
の件もこれまでの修理・工具ニーズから、
自 ●「日之出夏まつり」自転車メンテ教室
転車そのものが必要とされる時期になり、
引
（8月）
き続きOCA等と連携しながら検討したいと ●「鳥取むらまち交流」ポタリング他
思います。

（9〜10月）

5月14日(土) 14時から開かれるCMA第
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連休中のポカッと空いた日に、運動不足を解消すべく、
、
いつものコース「大和川北岸〜石川サイクルロード」。
忘
復路の柏原あたりで、河内長野駅に「すそバンド」を忘
。
れたことに気づきUターン。
その日の走破は96㎞なり。
）
右の写真は、
翌日に行った「春一」の１コマです。
（デビ）

春一番コンサートに行ってきました。
1995年からゴールデンウィークに服部緑
地で開催される音楽祭です。関西を中心
に活動するロックやブルースのアーティスト
が1日に15組ほど、午前11時頃から夜の7
時頃までぶっ続けで登場します。
たっぷり楽
しめて料金4000円はお得感があります。
今
年40周年を迎えましたが、1979年で一旦
幕を閉じ、1995年に復活。1971年当初の
春一は天王寺公園の野外音楽堂で、今
は亡き高田渡や友部正人、
加川良、
ザ・デ
ィランⅡ、
あがた森魚、
中川五郎、
西岡恭蔵

勢志摩サイクルトレインや5月末のセンチュ
リーランなど、OCA絡みのイベントもけっこう
盛り沢山です。
CMA主催で「つるむde尾道」
しまなみ

▲写真は新春ことぶき市

自転車市民俱楽部

……等が学生やたまたま公園にたむろす
る労働者と一緒になって楽しんだ、貧しくも
その時代のエネルギーがはち切れんばかり
の野外コンサートでした。
ご存知のように今
の公園は、
柵で囲んだつまらない有料の施
設に成り下がりました。♪坂を下がれば新
世界…動物園に茶臼山…おっちゃん、
お
ばちゃん、
アベックさん、家族連れまで気楽
に過ごす…これがおいらの…ふるさと天…
王…寺…（♪木村充揮「天王寺」）
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