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　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。
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狭山池朝焼け

円卓会議通常総会　開催
　4月18日市役所３F会議室にて円卓会議通常総会が、開催さ
れました。
　司会者（林部氏）による開会宣言で始まり、中嶋運営委員長の
挨拶に続いて、大西事務局長が資料確認と構成委員および総会
成立要件確認をしました。そのあと顧問の変更と紹介・挨拶が、
あり審議のため議長指名を行いました。議長指名は、規約第9条
1項に基づき委員長が指名した上田氏が承認され審議にあたり
ました。
●第1号議案
平成24年度決算報告及び平成25年度予算について審議
●平成24年度決算報告（会計・中尾氏）、同会計監査（会計監
査・上谷氏）

●平成25年度予算案発表（会計・中尾氏）
　 ▼審議の結果質問・異議なし ▼採決の結果賛成65名にて
　成立

●第2号議案
平成24年度事業報告
●各部会より事業報告が行われる
◆運営委員会（事務局長・大西氏）⇒運営委員会開催報告
◆情報部会（部会長代行・津久井氏）⇒ホームページ・講演
会・情報誌の報告
◆市民交流部会（部会長・山村氏）⇒第2回さやりんピック
（平成24年10月21日実施）の報告

◆環境部会（部会長・宮田氏）⇒クリ－ンアップ事業及び狭山
池クリーンアクションへの協力事業報告
◆防犯・防災部会（部会長・古川氏）⇒情報部会との第5回講
演会開催協力・防犯防災の関する既存団体の支援活動を
表明・社会福祉協議会主催の「災害ボランティアネット」へ
の正式参画報告
●当議案（第2号）は報告であり議決案件ではない為、承認は
取らず。

●第3号議案
運営委員の退任に伴う補充について
1名退任（曽我部氏）のため、運営委員会推薦の上田由佳里氏
の就任を提案 ▼採決の結果、67名が賛成し承認となる。
①今年度事業の確認
昨年10月の総会において平成25年度事業は承認されてい
る為、その確認であるが、市議会にて予算承認されたこと
を報告（一部金額の調整あり）。
予算承認通知書をもとに、各部会より説明。
②予定されている各委員会・部会のお知らせを経て、閉会宣言
（林部氏）

目次： 
総会報告
防犯・防災部会、環境部会、市民交流部会報告
情報部会・講演報告・告知
地域活動報告
地域クラブ・団体紹介
地区会・自治会の紹介「狭山レークハイツ自治管理組合」
わが町の文化財「吉川家住宅」
地域の方からのお便り
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医療法人 さくら会

24 年 4 月 大阪南脳神経外科病院から

「さくら会病院」へ
病院名を変更しました

医療
法人
毎週火曜日（午前、午後）: 院長外来
今井医院

池尻自由丘1-3-24
TEL 072-366-1061

休診 :日･祝日･木･ 土曜午後

TEL：072-366-8881
休診日：水・日・祝日
駐車場 10台

豊川整形外科

〒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）

リ ウ マ チ 科

整 形 外 科

リハビリテーション科

外来診療時間 9:00 ～ 12:00
休診 : 日･祝日 , 年末年始 ,4/4

医療法人 恒昭会

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

TEL 072-365-3821

青葉丘病院

診療科目

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

併
設

死の準備教育（１）
命の大切さとともに

人には必ず終わりがあります。
家族と仲良く、ご近所と仲良
く、持病のある方はかかりつ
け医と自分の今後を話し合う。
残りの人生をどのようにより
良く過ごすか考えて日々を大
切にして下さい。

11月24日（土）

平成25年度　防犯•防災部会の事業について
　今年度、防犯•防災部会におきましては、２つの事業を柱
として取り組んで参ります。
　１つめは、啓発事業として校区内の住民に対し防犯•防災
に関わる意識啓発を促進するために、各地区会・自治会で使
用されている回覧板を作成します。その回覧板には、本部会
で考案した啓発内容を印刷し、常日頃から意識を高めて頂
きます。また、併せて、個人宅やマンションなどの共同スペー
ス等への掲示ができる啓発ポスター等の作製にも取り組み
ます。
　２つめは、避難場所状況調査事業として、校区内における

避難場所の状況や防災設備等の調査を行い、周知致して参
ります。
　今年度よりスタートした本部会ですが、校区内にお住まい
の皆さま方の不安を一つでも解消できるように、一歩ずつ
ではありますが取り組みを進めて参りますので、今後ともご
理解とご協力宜しくお願い申し上げます。
●本部会のメンバー（平成25年6月現在）
上田時次郎・上田幸男・大坪了・北尾浩一・
小段盛隆・深尾英作・古川照人・道浦哲雄・
若林勝美（五十音順・敬省略）

環境部会報告

市民交流部会案内

　第 3回第一幹線水路清掃活動が終わりました。
さる5月25日(土)晴天に恵まれ午前10時より市職員及び円卓
構成委員合計32名の参加により清掃活動を実施しました。
　さやまラウンド発足以来毎年5月に実施しておりますが、

昨年よりもゴミが少なく年々綺麗になっているように思いま
す。今後も地域の方々と共働して素晴らしい環境を作ってい
きたいと思っておりますので皆様のご協力をお願い申し上
げます。

●作業前 ●作業中 ●作業後●作業前 ●作業中 ●作業後

今年のさやりんピックは、10月20日（日）に開催が、決まり
ました。
場所：水みらいセンター　かがやき広場
模擬店出店団体・ボランティアスタッフ募集します
（詳細は次号にて連絡いたします）

第3回
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第3回

日時：平成 25 年 7月27日（土）
　　　開場 13：30　開演 14：00　終演予定 16：30
場所：大阪府立狭山池博物館　２階ホール
内容：日本における原子力発電の役割や今後のエネルギー政策、
　　　放射線の影響など、正しい知識と情報を学びます。
　　　【前半】講師による基調講演
　　　【後半】質問を含めたパネルディスカッション
申込方法：①はがき②メール③FAX にて定員 130 名（先約順）まで。

第 8回講演会は、宮城県を中心に日本国中でコンサートを展開する
「あきらちゃんとラーメンちゃん•世代をつなぐコンサート」を計画し
ています。

場所：大阪狭山市立  東小学校体育館
時間：午後（時間未定）
申込方法：事前登録が必要になります

　※詳細が決まりましたらお知らせいたしますのでお待ちください。

情報部会報告
第7回講演会案内　～正しい知識と正確な情報で住みよいまちづくり～ 7月27日（土）

第8回講演会案内予告　「あきらちゃんとラーメンちゃん•世代をつなぐコンサート」 10月26日（土）

①はがき：

②メール：
③F A X：

〒589-0005 大阪狭山市狭山 1-862-5
市役所南館さやまラウンド事務局
sayamachuentaku@sayamachuentaku.com
072-366-8545

いずれもお名前、年齢、郵便番号、住所、メールアドレス、
電話番号をご記入の上お申込ください。●大飯発電所

●あきらちゃんとラーメンちゃん●あきらちゃんとラーメンちゃん

　平成25年3月2日(土)東小学校体育館

にて第6回講演会ゴスペルシンガー

ハンナさんのトーク＆ライブを開催しま

した。

　鑑賞のなかで経験豊富な海外生活

での実体験からくる英語力とビートの

きいた歌唱力に観衆全体が魅了されいつまでも感動に酔いしれ

ました。

　また今後音響効果の優れた会場で実現出来ればとも思い

ます。

　今度、情報部会長を引け受けました

森田  勇でございます。

　私たちの活動はご存知の通り、主に情

報誌の発行とホームページのサポート、

講演会の企画等を行っています。

これらの活動をより向上して行くために

は、狭山中学校区皆様のご意見が何より

も特効薬になります。今後ともご支援・ご協力のほど宜しくお願い

申し上げます。

第6回講演会報告 3月2日（土） 情報部会長就任 森田　勇氏

「世界中の人に愛と平和と感動を」 
ゴスペルコンサート  

●情報誌●ホームページ

●ハンナさん
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地域活動報告 取材：チーム I（アイ）

昔あそび 3月5日（火）/東小学校

SAYAKA レコード・サロン 写真 2

大阪狭山アマチュア無線クラブ

特定非営利活動法人ふれ愛さやま（大阪府第活2-45号）
理事長　小原好美
北村直美、大釈由子、岡井扶美、小原一浩
正会員：１５名　　理事：７名
（１）事務局
（２）介護・福祉委員会

（３）まちづくり委員会

（４）社会教育の推進

平成16年（2004）５月
保険・医療・福祉の増進を図る活動、まちづくり、環境保全、社会教育
年会費：正会員　６千円　　　賛助会員　１千円
地域住民相互の助け合いを基本に、高齢者の社会参画を促し、地
域住民と共生できるまちづくりや生活環境の整備、社会福祉の増
進を図り広く公益に貢献する。
ボランタリー精神を生かして、地域コミュニテイの形成を図りたい。
会員や関係者が健康的で、愉しく過ごせるように
ボランテイア活動に協力してくれる人たちがあまり多くないこと
温暖化防止活動の一環として実施している「廃天ぷら油」の回収を
他の団体と一緒に行いたい。
NPO活動に対する地域の人たちの理解はかなり出来てきたが、ま
だまだ活動が認知されていないと感じる。
NPO活動が米国のように皆さんに理解していただきたい。
電話＆FAX：072-366-1917
E-mail:fureaisayama@pure.ocn.ne.jp
blog:http://fureaiohara.seesaa.net/

正 式 名 称
代表者氏名
ス タ ッ フ
参 加 人 数
組織の構成

　　　　　

設 立 時 期
N P O活動
会 費
活 動 目 的

将来の目標
気をつけていること
苦 労
要 望

そ の 他
連 絡 先

今から約４年前に大阪府の認証を得て特定非営利活動法人を立ち上げました
　会社を定年退職して、地域でのボランティア活動に精を出していました。公民館で「さやま・
ふれ愛塾」が開塾した時に運営に関り、５年間が経過しました。その際に、仲間の役員から
NPO法の事を聞きました。退職後も地域のお役に立てると考えて、その仲間と法人格を取得
し、NPO活動を続けています。
　ふれ愛塾は丸５年間の活動を終えましたが、その精神を受け継いだ「ふれ愛さやま」は
NPO 活動を積極的に続けています。楽しくなければ人生ではない。生きているだけで儲けも
んの精神で、健康で愉しく、健やかに第２の人生を送りたいと思っています。

　タイ国の NBTC （National Broadcasting and Telecommunications Commission）の
委員会が、日本の無線通信行政や制度を学び、通信関連法規の改正を含む電波行
政を改革するため、アマチュア無線クラブの活動を視察したいとのことで、大阪狭
山アマチュア無線クラブ JK3ZCR ( 当誌第 4号の 5頁で紹介 ) が引き受けました。
　去る12月12日、その一行 20 名が大阪狭山市を訪問されましたので（写真 1）、
SAYAKA ホールの大会議室でクラブの活動をスライドで説明させて頂きました
（写真 2•3）。タイでは、バンコクの洪水時に活躍したアマチュア無線家による救援
活動が高く評価され、行政がアマチュア無線家の育成やネットワーク作りをどのよ
うにサポートすればよいか模索しているようでした。
　熱心な質疑応答のあと、感謝の印として一行の代表から記念品を受け取りまし
た（写真 4）。そして１階の無線室を見学して頂いたあと（写真 5）、大阪狭山市の危
機管理グループの協力を得て、消防署に設置された J-アラートを含む、防災行政
無線通信システムを見学して頂きました（写真 6）。

地域クラブ・団体紹介 特定非営利活動法人ふれ愛さやま

タイ国の国家無線通信行政視察団一行が、大阪狭山アマチュア無線クラブを訪問

(取材：荒川泰蔵)
写真 1

写真 3 写真 4 写真 5 写真 6写真 2

写真 1

写真 3 写真 4 写真 5 写真 6

＊NPOふれ愛さやまケアプランセンター
＊訪問介護ふれ愛さやま
＊障害福祉サービス
＊花一杯活動（狭山駅前、花植え活動）
＊廃天ぷら油回収活動
＊地域の歴史講座、ステンドグラス教室

HPより

花一杯活動（狭山駅前、花植え活動） 廃天ぷら油回収活動花一杯活動（狭山駅前、花植え活動） 廃天ぷら油回収活動

大本電気工事

電気設備工事
設計施工

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

株式会社

☎ 072-366-3778
072-366-9234FAX

さやま車検センター
保険資格者 9 名在籍・代車 20 台完備

・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

全日本ロータスクラブ会員工場
近畿運輸局長指定民間車検工場
株式会社 落合モータース

スマイル車検 車検センター狭山店

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

072
3653030OCHIAI

0120-65-3031

http://world-car-service.com/

大阪狭山市金剛2丁目9-15
TEL:072-366-1057

ワールド・カー・サービス

　2013年2月から、SAYAKAホールでレコード音楽サロン
(SRS)が定期的に開催されています。
　音楽は、ネットでダウンロードという時代にレトロで
アナログな企画ですが、5月13日の第4回まで、毎回50名
以上の参加者で賑わいました。小ホールのホワイエで
午後2時から2時間ですが、前半は参加者が持ち込む
SP/LPレコードの演奏、後半はテーマを決めてのレコード
音楽です。毎月第2月曜日（10月は第3月曜日）ですので、覗
いてみてはいかがでしょう。　

　3月5日（火）東小学校の体育館に一年生と、4月にぴか
ぴかの一年生になる東幼稚園の年長さんたちが大集合。
　日頃 登下校の時にお世話になっている「見守り隊」の
方々に昔遊びを教えてもらうということでみんなワクワクし
た表情。一年生が幼稚園のお友達とグループになりお世話
してくれます。
　体育館では、コマ•けん玉•手毬遊び•たけぽっくり•羽付
き。１年生の教室では、おはじき•お手玉•折り紙•あやとり•
ダルマ落とし。運動場では、たけ馬•たこあげ•たけとんぼ
など昔ながらの遊びを体験。
　見守り隊のみなさんが遊び方を教えて下さり、目を輝か
せて聞いている子どもたちが印象的でした。しっかり体を
動かし手先を使う昔ながらの遊びは、もっと見直される
べきだと感じました。

毎月第2月曜日/SAYAKAホール

2012年12月12日（水）
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地域活動報告 取材：チーム I（アイ）
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SAYAKA レコード・サロン 写真 2

大阪狭山アマチュア無線クラブ

特定非営利活動法人ふれ愛さやま（大阪府第活2-45号）
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会員や関係者が健康的で、愉しく過ごせるように
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正 式 名 称
代表者氏名
ス タ ッ フ
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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
応募：お気軽にお電話下さい。
 来社時、履歴書持参下さい。

男女警備スタッフ募集

そんな あなたを待っています

（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）

未経験だから？

ASANO GEAR

株式会社　浅野歯車工作所
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地区会・自治会の紹介　-7-  -狭山レークハイツ自治管理組合-

概 要

役 員

コミュ二テイワーク

住 環 境 の 特 徴

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は狭山レークハイツ自治管理組合の紹介です。（次回は自由が丘住宅会です）

当組合は正式には自治管理組合ですが同時に自治会としての機能を兼務しており、区分所有
者と賃貸者を合わせて220世帯を有しています。
理事長1名、副理事長4名、地区長1名、他8名の理事で合計14名で構成し、その中で管理者、書
記、会計、自治活動、施設管理、環境衛生の各部署を分担しています。毎月定例会に全員出席
して、打ち合わせしています。
＊毎月1~2回のいきいきサロンを年20回開催し、おしゃべり、手芸、ゲーム、コーラス、クラフト等
色々なプランで盛り上げています。
＊8月1日PL花火大会の当日は大勢の人が押し寄せるので役員で不審者の取締活動をする事
や住民に呼び掛け年１回エリア内の除草作業をし、中庭にクリスマスツリーを飾ります。
＊市役所側からの要請で、市内一斉掃除、消防訓練、年末防犯
夜警パトロールがあります。
＊さらに狭山地区福祉委員会からの要請で年２回地域清掃、
地域ふれあい秋まつり、募金活動があります。
＊それぞれの役員が連携しながら以上の協働作業を通じて
住民間のコミュ二ケ―ションや地域コミュ二テイを図って
います。
＊数年前からさやまラウンド活動にも参加し益々地域一体感
を勧めていくつもりです。
駅に近く、スーパー店、病院、薬局、美容院などの生活上の便
利さに加え建物が南向きで日当たりよく風通しも快適な空間
です。 ●レークサロン

●レークハイツ自治管理組合

狭山池クリーンアクションに参加しよう！

毎月第 4土曜日　朝 10時祠前集合
第 146 回は、平成 25年 7月27日（土）

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

〒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
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わが町の文化財　-1-  -吉川家住宅-

大阪狭山市の文化財を紹介します。今回は吉川家住宅です。
（不定期掲載の予定です）

※現在は非公開です

　半田（旧半田村）にある吉川家住宅は、江戸時代初期の建築といわれて
おり、当時の河内地方の農家（庄屋屋敷）の姿をよく伝えていることから、
大阪府の有形文化財に指定されています。
　裏表紙に掲載されている吉川家住宅の写真に見られるように、道路に
接した板壁の長屋門を入ると、広い前庭になっています。この住宅の屋根
は入母屋造りで、間取りは田の字の4間、入り口は妻入り様式（屋根の長い
面に対して垂直に入る）です。江戸中期以降に2間の奥座敷を増築したと
されています。現在はトタンで覆われていますが、庇と座敷の屋根は本瓦
葺きで、母屋の身舎（もや）は草葺きとのことです。天井は竹を編んだ簀子
（すのこ）天井となっているそうです。
　住宅の周囲を築地塀が囲み、母屋の近くに納屋があり、南西の隅に土蔵
があります。この住宅が重要視されているの
は、納戸の部分が非常に良く当時の原形を
とどめているからだといわれています。
　入り口を入るとニワと呼ばれる土間（玄
関）があり、そこから奥に向かって田の字に
部屋があります。　　　　　　　　　   （ST）

大阪府指定文化財(昭和47年3月31日指定)

●ニワから部屋をみたところ

●部屋の中

〒

お試しチケット

●交番
●消防署
●市役所

至北野田 自転車置場

コイン
パーキング

コイン
パーキング

一方通行

至金剛

●紀陽銀行●

タバコ

地域密着型介護老人福祉施設

寿里苑花舞の郷

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。

介護サービスのことなら
何でもお気軽にご相談ください
ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

カラダかる〜くなります・・・

経絡リンパマッサージ
十字堂薬局
☎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

8/2
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市
駅

60分
〒589-0005 大阪狭山市狭山 1丁目 2355-8

なるほど…納得。
きれいを実証する。
なるほど…納得。
きれいを実証する。

■狭山ニュータウン コノミヤ前
　☎072-366-3733

■金剛銀座街
　☎0721-29-2565

（主要ブランド）　
●コスメデコルテ・AQ
●海のプレディア
●アルビオン・エクシア
●資生堂クレド・ポー・ボーテ

●ｄプログラム
●ベネフィーク
●カネボウリサージ

SINCE 1951

大阪狭山市半田 6 丁目 1179

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

食堂カフェMILK

OSAKASAYAMA CITY HANDA 6-1179

TEL 0
72-205-1965   OPEN18:00-CLOSE 24:00  http

://
caf

em
il

k.
ne

t/

食堂カフェ

正MILK

URL：さやりん’s アレルギーライフ
　　 http://sayama2525smile.blog106.fc2.com　

●お問合せ・お申し込みは、
大阪狭山食物アレルギー・アトピーサークル

「Smile・Smile」

日　時 ８月19日（月曜日）
 10時30分～16時（予定）
場　所 大阪狭山市SAYAKAホール
 （小ホール）
参加費 無料
定　員 250名（先着順）

アレルギーフォーラム in 南大阪

アレルギーを持つ子どもを守るためにはどうするの？関係機関との緊急時の連携は？
一緒に考えてみませんか。

保護者・幼稚園・学校・消防署・病院の連携を考えるフォーラム
アレルギーフォーラム in 南大阪

●イベントご案内

Fax：072-366-4664(大阪狭山市市民活動支援センター）
E-mail:smile2525sayama@gmail.com

大阪狭山市、大阪狭山市教育委員会、大阪狭山市議会、大阪狭山市立学校給食
センター、大阪狭山市消防本部、大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 
小児科、近畿大学医学部附属病院 小児科　　　　　　　　　　　　　他多数

協力・支援・後援団体協力・支援・後援団体

だいじょうぶ そばにいるよだいじょうぶ そばにいるよ
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概 要

役 員

コミュ二テイワーク

住 環 境 の 特 徴

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は狭山レークハイツ自治管理組合の紹介です。（次回は自由が丘住宅会です）

当組合は正式には自治管理組合ですが同時に自治会としての機能を兼務しており、区分所有
者と賃貸者を合わせて220世帯を有しています。
理事長1名、副理事長4名、地区長1名、他8名の理事で合計14名で構成し、その中で管理者、書
記、会計、自治活動、施設管理、環境衛生の各部署を分担しています。毎月定例会に全員出席
して、打ち合わせしています。
＊毎月1~2回のいきいきサロンを年20回開催し、おしゃべり、手芸、ゲーム、コーラス、クラフト等
色々なプランで盛り上げています。
＊8月1日PL花火大会の当日は大勢の人が押し寄せるので役員で不審者の取締活動をする事
や住民に呼び掛け年１回エリア内の除草作業をし、中庭にクリスマスツリーを飾ります。
＊市役所側からの要請で、市内一斉掃除、消防訓練、年末防犯
夜警パトロールがあります。
＊さらに狭山地区福祉委員会からの要請で年２回地域清掃、
地域ふれあい秋まつり、募金活動があります。
＊それぞれの役員が連携しながら以上の協働作業を通じて
住民間のコミュ二ケ―ションや地域コミュ二テイを図って
います。
＊数年前からさやまラウンド活動にも参加し益々地域一体感
を勧めていくつもりです。
駅に近く、スーパー店、病院、薬局、美容院などの生活上の便
利さに加え建物が南向きで日当たりよく風通しも快適な空間
です。 ●レークサロン

●レークハイツ自治管理組合

狭山池クリーンアクションに参加しよう！

毎月第 4土曜日　朝 10時祠前集合
第 146 回は、平成 25年 7月27日（土）

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

〒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
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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 

　　   大阪狭山市市民活動支援センター 2F 

TEL・FAX：072-366-8545  

事
務
所

E-mail:sayamachuentaku@sayamachuentaku.com

URL:http://sayamachuentaku.com/index1.html

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）　

 地域の方からのおたより 地域のみなさんからの投稿で掲載しています

さやま検定スーパ博士号のAさん「狭山検定」を超えて （その1）　
　大阪狭山市に越して来て 3 年 が過ぎた頃、「狭山検定」が始まった。
ちょうど「まちづくり大学」を終了し「まちづくり研究会」での活動を始め
た頃だったので、これは大阪狭山市を知る良い機会だとテキストブック
( 写真 1) を買って勉強し、「狭山博士」の合格証を頂いた（写真 2）。これ
を3年続けたところ、2010 年の「狭山池まつり」の舞台で、「スーパー狭
山博士」の 1人として表彰された（写真 3）。しかし、その後は勉強を怠り
忘れる一方であるが、それは受験のために学んだのがテキストによるも
ので、その現場に行っていないからであろう。

　趣味であるアマチュア無線で全国の無線家と交信をして「大阪狭山市」
だと言うと、大阪に「狭山市」があるのですか？と尋ねられる。検索すると
埼玉県が出てくると言うのだ。いや「大阪狭山市」で「さ」ではなく「お」で
検索して下さいと言ってやっと「了解」となる。日本最古の溜池「狭山池」か
ら始まって「狭山検定」で学んだ大阪狭山市の自慢話をすることになる。
　大阪狭山郵便局の風景印 ( 消印の一種 )をみると「狭山池と桜」を背景
に「吉川家住宅」が描かれている（写真 4）。その地域の特徴を描く風景印
を押した手紙やはがきが全国に届けられるが、「大阪狭山」の風景印で
は、何が描かれているのか知る人は少ないのではないだろうか。

　「狭山池」は説明の必要がないかも知れないが、周囲の桜は「市
の木」であり、多くは「コシノヒガン」と呼ばれる早咲きの桜である
( 写真 5)。
　「吉川家住宅」は江戸時代初期の建築といわれ、河内の農家の
姿をよく伝えているそうですが、現在は非公開です。せめて外観だ
けでもと訪れてみましたが、外壁に囲まれ風景印にあるような姿
は見ることができませんでした ( 写真 6)。この「吉川家住宅」は「狭
山池」と共に、大阪府の指定を受けている文化財です。大阪狭山市
には、国の指定を受けた重要文化財が 1点、大阪府の指定を受け
ている文化財が 6点ありますが、いずれも「狭山中学校区」内にあ
りますので探してみて下さい。非公開のものもありますが、3 点は
狭山池博物館に展示されていて見ることができます。

地域のホット情報を募集しています
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。
おたより採用の方にクオカード（500円）
をプレゼントいたします。
多数の応募をお待ちいたします。

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

見本

（絵
柄は
変わ
りま
す）

山門氏俳句

１．待ちかねし続く四温に土おこし 

２．旅立ちの今朝は四温に迎えられ 

３．初春や友の快気の声届く 

４．それぞれの思いは同じ初恵比寿

５．寝入りばな路地騒がしき猫の恋

６．一歩目をそろり春泥道半ば 

さやまラウンド運営委員の方の投稿にはクオカードはありません。

　7 号の編集に関わりはじめました。防犯・防災部会の発起な
ど地域の情報の収集を今後もタイムリーに入手するためには各
部会ならびに皆さんからの情報UP方法が課題です。
　さやまラウンドの情報も他地区とのネットワークがが必要な
場合は市広報や市民活動支援センターのネットワークとリンク
させる事も必要では地域活動も ICT の活用がますます重要度が
増します。
　スキルのある方、さやまラウンドに参加されませんか。（氏川）

編 集 後 記

写真 1

写真 2

写真 4

写真 5

写真 6

写真 1

写真 2

写真 5

写真 6

写真 3


