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地域の絆をつなごう
第２回

さやりんピック

会場：狭山水みらいセンター＜かがやき広場＞

２ネット主催で毎年３月に開催されている
今年のさやりんピックはいけ
今年のさやりんピックはいけ２
ネット主催で毎年３月に開催されている
２ふれあい広場」
「みんな集まれ
が加わりパワーアップします。
「みんな集まれ !!
!! いけ
いけ２
ふれあい広場」
が加わりパワーアップします。

第2回さやりんピック交流イベントのお知らせ
昨年に続き、本年度は10月21日(日)に第2回さやりんピックを
開催いたします。
昨年は、安心安全をモットーに、危機管理を意識して防災防
火を取り入れたユニークな競技や、子どもたちには身近な催し
等で、1600人あまりの参加者があり大盛況におわりました。
市民交流部会では、地域コミュ二テイの再生を目指し、毎
年3月に開催されている「いけ2ネットふれあい広場」
と合流し
●第 1 回さやりんピック

開催いたします。みなさん揃って
「狭山水みらいセンターかがや
き広場」へ集まって下さい。

狭山中学校区内の学校園・家庭・地域の三者が「協働」
し、連携
を強化し、
コミュニティーづくりをめざしています。
そのために地
域教育活動や学校園支援活動を通して、三者がこどもの健全育
成に適した環境づくりへの取り組みを推進している組織です。

中学校区を単位として、地域内で様々なテーマに基づ
いて活動する団体等が自主的に集まり、地域内におけ
る課題や問題を話し合うことや、まちづくりに関する議
論と合意により、市に予算を提案する会議をいいます。

○地域の子どもたちは、多くの良き市民と出会い自分たちが
地域の人々に支えられていることを実感するでしょう。

○地域の大人たちは、多くの子どもたちとの関わりにより

新たなネットワークが生まれそのつながりが地域の絆と

なり地域の活性化へとつながっていきます。
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情報部会報告
第5回講演会案内

守ろう、狭山！

「防犯・防災部会」
との共催

〜迫りくる巨大地震に備えて〜

11月24日
（土）

近い将来必ず起こるとされている巨大
地
地震。
被害を最小限に食い止めるために
は、一体何が必要でしょうか。私たち自
身で災害に対する備えを常日頃からする
必要があります。講演会に参加して、一
緒に防災について考えましょう。
講師は、大阪狭山市を拠点に活動さ
れている防災士の岡本裕紀子さんです。

第3回講演会報告

日

時 平成２４年１１月２４日
（土）
開場１３：３０ 開演１４：００

場

所 狭山池博物館 ２階ホール

講

師 防災士

岡本 裕紀子 氏
（東池尻在住）

テ ーマ 「守ろう、狭山！
〜迫りくる巨大地震に備えて〜」
参加費 無料（事前登録不要）

講師：島袋 勉氏

夢をあきらめない

5月13日
（日）

狭山中学校体育館にて、講師島袋勉氏をお招きして
「夢をあきらめない」
をテーマに開催
いたしました。
はじめに映像より事故から闘病生活、社会復帰、マラソンや登山に至るまでを視聴。後の
講演で、事故後の病気と障害を克服していく努力や心情、人生に対する姿勢や考え方を話し
ていただきました。
まっすぐに、そして自分なら出来ると信じる、困難を避けずに向かう…言
い尽くされてるような言葉ですが、島袋氏はすべての既成概念を覆して人生を歩んでおられ
ます。
その後、義足で会場を美しく軽やかに走って下さいました。会場全体が驚きの声と拍手
で湧き立ち、その後の質疑応答も活発に行われました。多くの方に勇気やあきらめない気持
ちを、たくさん与えていただいた講演会でした。

第4回講演会報告

講師：岡井 保千代氏

コミュニケーション力アップで

人間力アップ！

6月30日
（土）

平成 24 年６月３０日（土）狭山池博物館２階ホールにて、「コミュニケーション力アップで人
間力アップ」
という題目でコミュニケーション術の講演と実習が行われました。
話し方、聴き方一つで相手や物事に対するイメージなどが変わってしまう点や、初対面の方
への第一印象の重要性など何となくは、わかっていても実際は上手くできない場合が多いので、
なるほどと学ぶところが多くありました。
その後の実習では、２人１組になって話を聞く姿勢や態度によって変わる印象を感じてみた
り、
３人１組になりそれぞれを紹介しあったりと、少し照れくさいと思いながらも和気あいあいと
実技する参加者の姿が印象的でした。

医療法人 恒昭会

24 年 4 月 大阪南脳神経外科病院から

豊川整形外科

病院名を変更しました
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青葉丘病院 「さくら会病院」へ
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外来診療時間 9:00 〜 12:00
休診 : 日･祝日 , 年末年始 ,4/4

併設

1

ݨ

TEL：072-366-8881

内科、精神科、整形外科、放射線科、
リハビリテーション科、歯科

072-365-3821 〒589-0011 大阪狭山市半田 5 丁目 2610-1

あおば訪問看護ステーション
あおばケアプランセンター

ެ
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診療科目

TEL

व

脳神経外科・整形外科・内科・リハビリテーション科

TEL

072-366-5757（代表） FAX 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

休診日：水・日・祝日
駐車場 10 台

〒589-0008
大阪狭山市池尻自由丘 1 丁目 2-5

西野ビル１階（狭山駅徒歩 1 分）

医療
法人

今井医院

毎週火曜日（午前、午後）: 院長外来

口腔内ケアは、肺炎や糖尿病
の予防になります。特定健診
だけでなく歯
科検診も忘れ
ず に 受 け ま
しょう。

休診 : 日･祝日･木･ 土曜午後
池尻自由丘 1-3-24
TEL 072-366-1061

環境部会報告
部会長挨拶

宮田部会長
狭山中学校区にお住まいの皆様方に
は、狭山中学校区まちづくり円卓会議（愛

発展に寄与できるよう願っております。皆様のご協力、ご参加を
よろしくお願い申し上げます。

称：「さやまラウンド」）にご協力頂きあり

環境部会においても、河川・水路の清掃活動に始まり、美化

がとうございます。
また、さやまラウンド構

啓発看板の設置等しております。
しかし、市民一人ひとりが、大

成員の皆様、および役員の方々には、お仕

阪狭山市を我が家、我が庭と心がけることで、ポイ捨て禁止の看

事をもっての中、前向きに会運営に携わっ

板等の設置も必要なくなるのではないでしょうか。
そうした市民

ていただき、
敬意をもって御礼申し上げます。

一人ひとりのモラルの向上が望まれるところです。

皆さんが、我が街、我が地域を自然環境豊かで、楽しく、明る
く、美しい住みよい“まち”にしていこうとの意欲に燃えているかぎ

“汗は人を裏切らない、人の為に流した汗は我身の宝となる、
流した汗は我身のプラスとなる”と云われております。
また、野村

り、大阪狭山市および
「さやまラウンド」
は健全な発展をするもの

克也氏の言葉に“若い頃出し惜しみした汗は、年老いてから涙と

と確信しております。

なる”とあります。

大阪狭山市が “住みよいまち”の全国第 4 番目といわれており

皆が知恵を出しあい、よい汗を一緒に流しましょう。継続は力

ますが、それに相応しい“まち”になり、常に多くの人々が訪れてく

です。
さあ！！みなさん、友人も誘って、こぞって行事に参加して下

る“まち”づくりを、
「さやまラウンド」等から発信して、大阪狭山市

さい。
お待ちしております。

第3回清掃活動報告「第一幹線水路清掃活動」

5月26日
（土）

晴天のもと28名の参加者により清掃活動を実施
しました。 昨年に続き2度目の清掃ですが、昨年よ
りもゴミが少なく、
カワニナ
（川に住む貝）
もたくさん
住んでいて、ホタルの飛び交う日も近いかもしれま
せん。
今後は地域の方とも連携し、素敵な環境を力を
合わせてつくっていきたいと思います。
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全日本ロータスクラブ会員工場
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泉北三菱自動車販売
（株）ఇࡸ˟ᅈᴾᓳӳἴὊἑὊἋ
泉北本店・クリーンカー泉北

堺 市 東 区 草 尾 568 番 地
T E L:072-237-2481
FAX:072-237-3131
南海高野線北野田駅徒歩 10 分

スマイル車検

車検センター狭山店

0120-65-3031

〒589-0001 大阪狭山市東野西 3-688-5
072-365-3030（代）FAX 072-366-0622
http://www.eonet.ne.jp/~o-motors/
E-mail:o-motors@leto.eonet.ne.jp
TEL

We will control
and assist
all your issues.
総合保険コンサルタント

大進サービス
日本代協認定保険代理士
宅地建物取引主任者

代表

大 西 圭 介

大 阪 狭 山 市 狭 山 3-2416-1-107
T E L : 0 7 2 - 3 6 0 - 2 1 2 1
FAX:072-360-2122
mail:kkkstm@rasy.mm-m.ne.jp
狭山池夕景
・新車中古車販売
・生命保険
・損害保険
・鈑金塗装
・整備一般
・レッカー現場
急行サービス

さやま車検センター

保険資格者 9 名在籍・代車 20 台完備

ワールド・カー・サービス
大阪狭山市金剛 2 丁目 9-15

TEL:072-366-1057

http://world-car-service.com/
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地域活動報告
今年の夏も、多くの活動が行われました。
6月28日
（木）

花いっぱい運動 東小学校

社会を明るくする運動広域集会

東小学校の児童と 地域の方

7月18日
（水）

更生保護女性会主催による

との協働作業による
「３年生に

「社会を明るくする運動広域集

樹作業が行われました。参加

校区の各小中の学校長から学

よる花いっぱい運動」
という植

会」が行われました。狭山中学

者は、３年生児童１３６名を

校の様子をお聞きしました

中心に東小学校の職員・保護

どの学校とも学校とPTAとの

者・ＰＴＡ役員のみなさん、地域から富田林土木事務所・大阪狭 連携がよくできていることをアピールしており、地域とのつながり

山市公園緑地グループ・池尻コスモス・金剛ライオンズクラブの ができているのだと確信しました。
方々が参加されました。

いじめアンケートの実施も行っているそうです。
また、現在北小

を観察する授業があり、観察後の植物を生かす方法として、また

各校長先生は、
どなたもご自分の学校を大変愛しておられ、
「今

この活動のきっかけは、８年前小学３年の理科で植物の成長 では不登校児は、いないとのことです。

地域の方々に生徒や学校を知ってもらうためにと始まりました。

後もいろいろ試行錯誤しながら、
よりよい方向へと学校と地域が

枡や狭山駅周辺のプランターに花の苗を植えていました。

者としては大変安心できた集会でした。

当日は、１６班に分かれ約１時間をかけ、東小学校周辺の植樹 団結していこう」
と目指していることがわかり、子どもを預けている

納涼盆踊り大会

東野地区会

8月4日
（土）

池尻ふれあい祭り 池尻青年会

午後４時から午後１０時、

毎年、お盆前のこの時期に

東野地区会、東野盆踊り実行

第８公園で行われています。

委員会主催で行われました。

活動目的は、盆踊りを通して

今年で９回目となる東野納

地域との親交を図る事、また、

地域の方たちの交流を目的と

勧誘活動も目的の一つとの事。

涼盆踊り大会は、子どもたちと

して、開催されています。

8月11日
（土）

おでんや焼きそば•ラーメン等の様々なお店は、業者さんでは

なく自治会の方たちのボランティアで行われています。

若い人に参加してもらうための

代表者は
「楽しんでもらえれば十分です。
」
と言われていました。

毎年多くの子ども達が訪れ抽選会をかわきりにスタートしま

す。毎回用意されているくじ引きは足らないくらいの盛況ぶりで

毎年実行委員会の方たちの尽力で行われていますが、
ここ3•４ す。いろいろある模擬店の中でも一番人気は、たこ焼き売り場で

年でお祭りの運営が、
スムーズになってきたそうです。特に気をつ 長い行列ができ、スーパーボールすくいにも子ども達が、溢れて
けられていることは、熱中症とケガなどだそうです。

夏季防犯パトロール 東池尻地区会

8月18日
（土）

いました。

盆踊り大会 狭山まつり保存会

20年位前から続いている夏

8月19日
（日）

雷雨で翌日に持ち越しした盆

季防犯パトロールは、８月に４

踊り大会でしたが、会場は大変

行われています。驚いたのは、

はやぐらが組まれ、おそろいの

回、午後９時から約１時間で

盛り上がっていました。中央に

毎回総勢60名という参加者の
多さでした。３班に分かれて拍

子木を打ちながらパトロールへと向かわれていました。

Ｔシャツや浴衣を着た方々が

盆踊りを楽しまれていました。

夏祭りは自治会では、何年も前からされていたそうですが、子ど

危険箇所を確認して、地域の方々が安全に暮らせるようにする も会や消防団、老人会などが一緒になり
「狭山まつり保存会」
とい

こと、地域の活性化への思いが参加者の多さにつながっていると う名前に変わってからは３回目になるそうです。秋には、だんじり
感じました。

があり
「是非、見に来て下さい！」
とのこと。

活動されているとのことでした。

れたのが、非常に印象的でした。

また、北小学校の登下校を見守る
「北っ子を守る会」
とも一緒に

3

苦労されてる点は？と伺うと、
「ありません。」
と笑顔でおっしゃら

7月28日
（土）

浅野歯車祭り 株式会社浅野歯車工作所

浅野歯車工作所駐車場にて盛況に開催されました。当日は、様々な出店があり長い行列が出来

ていました。今年は、美原高校OB10名程で構成されている和太鼓のチーム「京(みやこ)」の方々の
素晴らしい演奏を観ることが出来ました。

陽が落ちてからやぐらの周りでは盆踊りもあり夏休みの１日、老若男女が楽しい一時を過ごして

いました。祭りの趣旨は、従業員とその家族の親睦と地域の方との交流で、今年が第16回となり、模

擬店が10店舗でおよそ1,500人以上の方が来場されました。テントや備品はレンタルで、食料は給

食会社に発注しています。日程を決めるのに子どもの夏休み期間中で地域のまつり
（盆踊り）
と同日にならないように配慮していま

す。暑い中での用意と片付けに苦労しますとのことでした。

視察研修会

ＮＰＯ法人池尻地域振興会

8月19日
（日）

第２回納涼大会

花舞の郷

ＪＡ兵庫みらい農産物直売

8月25日
（土）
暑い中、職員さんボランティ

所「サンパティオおの」に伺い

アの方々総勢100名程でたこ

は、地域活性化の一環として立

ラなど、おいしい食べ物を提供

ました。
「サンパティオお の」

焼きやイカ焼き、ベビーカステ

ち上げ、利益は生産者に還元

するという趣旨であると説明さ

れました。施設内にある「山田錦米パン工房」は平成15年にオー

プンしました。現地は、酒米（山田錦）の産地として有名でしたがＨ

10年頃より酒の販売量が減ってきました。そこで山田錦の米を残

して下さいました。

しかも利用者さんや普段か

らお世話になっている近隣の方々にお礼を込めて、なんと赤字必
至の100円均一です。

親子連れや利用者さんた

したいということでパン作りをはじめたそうです。もちもちとして ちは、
とても楽しそうに晩夏を
とてもおいしかったです。

今回の視察研修に参加して、地産地消の大切さと勉強の必要

性を考えさせられました。

あいさつ運動

満喫していました。

（円卓構成員 K.W.）

狭山中学校区地域協議会では平成２２年度から子どもたちを中心とした「あいさつ運動」を推進しています。

主催

「あいさつ運動」
に関する標語を募集します！

狭山中学校区地域協議会（いけ 2 ネット）

狭山中学校区地域協議会（いけ 2 ネット）では、笑顔があふれ、あいさつがこだまする元気のある地域の実現をめざし、狭山中学校

区の幼稚園・保育所・小学校・中学校や家庭、地域のみなさんがあいさつの輪を広げることを目的に、
「あいさつ運動」に関する標

語を募集します。学校の児童のみなさんは、各学校で募集します。

■テーマ及び内容

内容は、
「あいさつ」に関することを中心に、家庭・学校・地域でのあいさつなど、地域
住民の心と心を結ぶ、
さわやかで明るく楽しい雰囲気を表現したものとします。

■応募対象

狭山中学校生徒および狭山中学校区の地域のみなさん

■応募方法

10 月に開催される「さやりんピック」の“いけ 2 ネット”ブースに持参してください。
応募点

数は一人一点です。

■その他

応募作品に関する一切の権利は本協議会に帰属するものとし、ポスター・看板等に掲載

する場合があります。
●23年度作品

※東小学校、北小学校の児童のみなさんは、各学校で募集します。
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第2回さやりんピック

♥♥募集します♥♥
①地区会・自治会ブース

各地区のみなさんが集結し、休憩する場所
の設営をお願いします。
ご近所同士の交流拠点として活用してくださ
い。
会名入りのテントをご用意ください。

②模擬店出店者

来場者が楽しめるお店を出店してくださ
い。校区内の団体なら参加可能です。
※個人不可
出店方法、制約などは担当者（山村）
までお
尋ねください。
ご連絡は、さやまラウンド事
務局へFAXかE-mailでお願いします。

③団体競技参加者

防災ゲーム、玉入れの参加団体を募りま
す。参加賞あり。
指定の用紙に参加者名などをご記入の上、
１０月１５日までにお申し込みください。

④運営スタッフ

会場設営、運営本部のスタッフを募集しま
す。中学生以上ならどなたでも大歓迎で
す。
前日
（２０日）午後と当日
（２１日）の間で
ご都合のよい時間のみでも可能です。
詳細、申込用紙は、ホームページよりダウン
ロードしてください。

男女警備スタッフ募集
株式会社

浅野歯車工作所

ASANO GEAR CO., LTD.

未経験だから？
ȷɭɄ!ȜɄȹɬȽɀȞɘȳ
年齢：18 歳〜 65 歳迄

（普通免許所有者優遇）

日給：6,500 円〜（他各種手当有）
勤務：8:00 〜 17:00（研修有）
※その他、詳細は面談にて

〒589-0004
大阪狭山市東池尻 4 丁目
1402 番地の 1
TEL 072-365-0803
FAX 072-365-0838

5

応募：お気軽にお電話下さい。
来社時、履歴書持参下さい。

（株）ブラザーメンテナンス

河内長野市千代田台町 3 番 1 号

☎0721-55-0113（担当 若林）

地区会・自治会の紹介 -5-

-金剛1丁目自治会-

毎号、狭山中学校区の地区会、
自治会を紹介します。今回は金剛1丁目自治会の紹介です。
（次回は北村地区自治会です。）

役

員

自治会会長・副会長・会計・会計監査

任期1年

組

織

役員会•班長会•会館運営委員会、合議制

再選可

構 成 ( 世 帯 数 ） 100世帯〔加入者〕総世帯196
活

動

会館及び町内
金剛駅前の利便性を活かし自治会館の活用方法を検討
金剛クラブ（老人会）
自主防災会との共催事業を活発に行っている
月2回食事会・コーヒーサロン•ダンス・ストレッチ体操・卓球など
4月桜花見・11月パトロール慰労会・12月X'masパーティーなど

防

犯

夏期・年末防犯パトロール、平日4人1組町内全域パトロール実施継続中（平成19年から）

清

掃

春・秋・年末

地 域 へ の 想 い

町内清掃

寝たきり老人を無くし、いきいきと明るく楽しい笑い声の聞こえる街にしたい。
犯罪のないきれいな街づくりを目指す。

自

治

会

館

金剛1丁目自治会館、大集会場椅子70、会議室12〜15(大阪狭山市金剛1丁目2-1号)

●金剛1丁目自治会館

●コーヒーサロン

●卓球

狭山池クリーンアクションに参加しよう！
大阪狭山市のシンボル狭山池の清掃ボランティアにご参加ください

毎月第 4 土曜日 朝 10 時祠前集合
第 136 回は、平成２4 年 10 月２7 日
（土）
¥¥

ǎȌǣŻƻÀſƚƺƮƉ¥

CITY HAN
AMA
DA
AY
6AS
11
AK

なるほど…納得。

79

寿 里 苑 花舞 の 郷

OS

地域密着型介護老人福祉施設

〒589-0005 大阪狭山市狭山 1 丁目 2355-8
花舞の郷ケアプランセンターは平成 24 年 4 月
新たに「大阪狭山市駅前」に移転しました。

PE

自転車置場
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至北野田
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MILK

TEL
072-205-1965
URL http://cafemilk.net/
OPEN 18:00-CLOSE 24:00

SINCE 1951

（主要ブランド）
●コスメデコルテ・AQ ●ｄプログラム
●ベネフィーク
●海のプレディア
●アルビオン・エクシア ●カネボウリサージ
●資生堂クレド・ポー・ボーテ

■狭山ニュータウン コノミヤ前
☎072-366-3733
■金剛銀座街
大阪狭山市半田 6 丁目 1179
☎0721-29-2565

定休日 火曜日

コイン
パーキング
〒

山市駅
大阪狭

ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

☎072-366-6301

大阪狭山市狭山 5-2258-5 大阪狭山市駅前ビル 1F
●営業時間 / 朝 9 時〜夜 9 時半 ●定休日 / 日曜日

p

65

何でもお気軽にご相談ください

十字堂薬局
十字堂薬局

-1 9
O

介護サービスのことなら

౷

きれいを実証する。

一方通行

●

●交番

タバコ

●消防署

●紀陽銀行

コイン
パーキング

●市役所

至金剛

施術時間

60 分

約

お試しチケット
通常￥5,000 を

半額

￥2,500

お車でお越しの方は︑お近くの
※
コインパーキングに駐車して下さい︒
︵料金は当店が負担いたします︶

T EL 0 7 2 - 2 0 5

MILK

ilk.net/

ຨʃʭɿ

経絡リンパマッサージ

10/30
まで
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地域の方からのおたより
川

柳／テーマ：あいさつ

地域のみなさんからご投稿をいただきましたので掲載します
雄鳳（ユウホー）

ホストファミリーを体験して

ペンネーム：N.Y

リチャード・ニクソン大統領の時代、1974年からアメリカ、

ζżทƻſࢥຝƖ૰ໜƇƓ߫
źƟƸŶżڴ։ƛڿŸƖݞటƲฌࠏ

オレゴン州のオンタリオ市との間に姉妹都市関係を結んで
以来38年になる。
このように日本と多国間の姉妹都市は数
多い中で、実際に人びとの交流が続いているところはめず
らしい。
今年7月19日から25日の1週間、4人の方が来日されまし
た。彼らは明るく、楽しく、親しい雰囲気をもって接してくれ

川

柳／テーマ：絆

ペンネーム：T.W

ます。心があらわれる1週間でした。都市間市民交流協会の
スタッフの皆さまの努力がこのような人びとの交流を生み

ьઙƗࢥຝƏᜅżƮƑƕſƺ

だしていて、
とても良いことだと思います。

߰Ŵƴƺ࣊Ɓ݄ŴŻƹধưᜅ

第50回全日本合気道演武大会出場

फ़ƞওƛڈŻƇƖƚƹƜᜅŲƺ
募集しています。FAX または Email にてご連絡ください。

俳

句／テーマ：夏

山中 りこ

2012 年 5 月 26 日

山野 晃鳳 師範 7 段
日本武道館にて
1960 年合気道の開祖、植芝盛平氏から
直接指導を受けた父、その父から学ん
だものは「体捌き（たいさばき）」で、相
手が自分に向かってくる時、相手の気を
感じ取り、相手の体に接触する前に相手を投げ飛ばすという
独特の技であり、現在も弟子に伝えている。
池尻中 1 丁目 和合館道場長
（NY）

ϷƞǾǦǫणඎǂංࢍƇƖŴƮƉ
例えば、赤ちゃん自慢、ペット自慢、おもしろい動物、おす
すめスポット、
こんな人物を発見した、など。 いずれも写
真とコメントを添えて、E-mail または、
ＦＡＸにて応募ください。
採用者の中からクオカード (500 円）
を

赤ちゃん自慢
ん自慢

ペンネーム：ボ
ボス

ペット自慢
自慢

プレゼントいたします。
ペンネーム：ドン

多数の応募をお待ちいたします。

す）
見本
りま
変わ

柄は
（絵

さやまラウンド構成員の方の投稿にはクオカードはありません

編集後記

兄の『杉原斗也』2 歳と、
妹の『紗良』(9/6 誕生 ) です

本年度 2 回目の第５号の発刊を行なうことができました。
地域活動の取材のご協力やおたよりの応募など、皆様のご支援
を情報部会一同大変感謝しております。
ありがとうございます。
今後もさやまラウンドの活動内容をわかりやすく掲載してまいり
ますので、
是非ご期待ください。
ご意見、
ご感想をお寄せくだい。
＊ホームページからもご覧いただけます。
兄のシャム雑種『じろう』5 歳と、
情報部会情報誌ＷＧ （ＹＮ）
妹のトラ雑種『キティ』2 歳です

事務所

狭山中学校区まちづくり円卓会議
住所：大阪狭山市狭山1-862-5

さやまラウンド
（SAYAMA ROUND）

E-mail:sayamachuentaku@sayamachuentaku.com

大阪狭山市市民活動支援センター 2F URL:http://sayamachuentaku.com/index1.html
TEL・FAX：072-366-8545

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）

