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地域のみなさんからの投稿で掲載しています
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狭山池博物館の入口付近に末永

去る6月、知人に誘われてSAYAKAホールで開かれた「末永雅

雅雄博士（1897-1991）の胸像があ

雄博士顕彰事業実行委員会」の発足会に参加させて頂いた。
こ

る(写真1)のをご存じの方も多いと

の実行委員会は末永先生の文化勲章受章25周年を記念して顕

思うが、末永先生は大阪狭山市で

彰しようというもので、地元の「大阪狭山市立東小学校PTA会長

唯一の文化勲章受章者である。博

会」
と、末永先生が勤務された関西大学の「関西大学校友会大

物館内の「大阪狭山市立郷土資料

阪狭山支部」の方々が中心になっている。
この中の多くの人は、

館」にも、
「 末永雅雄と狭山」
と題し

末永先生と面識があり、幼少時から狭山池周辺の窯跡の発掘を

たパネルに、考古学者である先生

写真 1

の経歴や業績が説明されていて、先

手伝い、須恵器の洗浄をした思い出などを聞かせてくれた人も
いた。

(写真2)。先生は

この「末永雅雄博士顕彰事業実行委員会」が主催して、9月13

関西大学の名誉教授でもあり、狭山池は勿論、石舞台古墳や高

日にはSAYAKAホールで「狭山池と共に生きた末永雅雄博士 〜

松塚古墳などの発掘調査、奈良県立橿原考古学研究所の設立

文化勲章受章までの歩み〜」
と題して、奈良県立橿原考古学研

生が愛用されたカメラなどが展示されている

など、後進の育成に尽力され、

究所の菅谷文則所長による講演会が開かれた(写真3)。
また、同

日 本 の 考 古 学 の 礎 を 築 き、

実行委員会では「考古学者・末永雅雄先生」写真額を建立し、そ

1988年に文化勲章を受章され

の除幕式も行われた(写真4)。

狭山池

第3回『さやりんピック』交流イベントのお知らせ

末永先生については、前回

午前 9 時〜午後 3 時頃

年発行）に、7ページを割いて
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投

句

ゆ

考古

狭山水みらいセンター「かがやき広場」

写真 3

末永雅雄先生」
とのタイ

防火を取り入れたユニークな競技や子どもたちも楽しく遊

写真 4

で是非ご覧頂きたい。

べる催し等、盛りだくさん。昨年は 2,000 人以上の参加者が
あり大盛況におわりました。是非、あなたも一緒に楽しみま

宮田雄鳳
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るようです。
今年の夏は異常気象で猛暑日が続いたり、集中豪雨、
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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。

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

雨等により大きな被害を受けております。我々の円卓会議の中
にも部会として防犯防災部会を設けて防犯防災に関する啓発、
快適な街づくりを目指すことに取り組んでおります。
（梅川）

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

円卓会議概要

犯罪の未然防止、災害時の避難方法等市民に提示し、安全安心

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）

INDEX

多数の応募をお待ちいたします。

第3回

日本の誇れる山である富士山が世界文化遺産に登録されまし

すめスポット、
こんな人物を発見した、など。 いずれも写

をプレゼントいたします。

決行

今年も安心安全をモットーに、危機管理を意識して防災

トルで詳しく説明されているの

例えば、赤ちゃん自慢、ペット自慢、おもしろい動物、おす

絆をつなごう

10 月 20 日（日）小雨

紹介した「さやま検定・公式テ
キストブック」の最新号（2011
「大阪狭山市の文化人

平成25年10月20日

地域の

た。

学者

発行：平成25年10月

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

目次：
第3回『さやりんピック』交流イベントのお知らせ
防犯・防災部会、環境部会報告

「あいさつ運動」に関する標語募集
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

関する議論と合意により、市に予算を提案する会議を

地区会・自治会の紹介【自由丘住宅会】

いいます。

地域の方からのお便り
【狭山中学校昭和39年の卒業生】
地域の方からのお便り
【「狭山検定」を超えて（その2）】他
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情報部会報告

防犯•防災部会の事業について

今年度の防犯防災部会の事業であります「啓発事業」
の内、各地区・自治会において使用されている
『回覧板』
を現在鋭意作成中であります。校区内の皆さんがしっか
りと内容を見て、気にとめて頂けるように、字の大きさや
色使い、簡単明瞭な内容やイラストなど、工夫を凝らし
たものになるよう協議しています。
回覧板が出来ましたら、各地区・自治会に希望調査を
し、配布して参りたいと考えています。次年度から新しい
回覧板を多くの皆さんに使って頂けるよう頑張って参り
ます。

また、我々と一緒に防犯防災部会に入って様々な事業
活動をして頂ける方を募っています。
ご興味のある方は、
事務局までお知らせ下さい。

「あいさつ運動」に関する標語を募集します！
では、笑顔があ
狭山中学校区地域協議会（いけ2ネット）
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。
■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。
医療法人 恒昭会

主催

※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。

病院名を変更しました

リ ウ マ チ 科
整

併設

072-365-3821

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

1

外

科

TEL：072-366-8881
医療法人 さくら会

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

TEL

形

リハビリテーション科

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

脳神経外科・整形外科・内科・リハビリテーション科

〒589-0011 大阪狭山市半田 5 丁目 2610-1
TEL

072-366-5757（代表） FAX 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

チケットの
申し込みは

コンサート参加希望と記入のうえ
①代表者のお名前
②参加の人数と年齢
③代表者の電話番号
をご連絡ください。
一度に6名まで登録できます。

第7回講演会案内

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

申し込みは、下記のホームページからが便利です。
http://peatix.com/event/19019/view
又はE-mailとFAXの利用ができます。
E-mail:sayamachuentaku@sayamachuentaku.com 申込用QRコードも
ご利用ください
FAX:072-366-8545

〜正しい知識と正確な情報で住みよいまちづくり〜
原子力と放射線」の講演会を開催しました。
他市からの参加者を含む約80名は1部の基調講演と2部の
パネルディスカッションに熱心に聞きいりました。

自然界の放射線レベル

OCHIAI

講師：大阪府立大学
放射線研究センター長

奥田氏

福島原子力発電所と大飯原子力発電所の
方式の違いの説明

3030

・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

072
365

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。

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

7月27日
（土）

7月27日狭山池博物館で2名の講師を招き
「くらしのなかの

■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。

豊川整形外科

診療科目

開場：14：00 開演14：30〜15：30の見込み
場所：大阪狭山市立 東小学校 体育館 ＊校内の駐車場は利用できません。
主催：さやまラウンド（狭山中学校校区円卓会議）
後援：大阪狭山市
協力：大阪狭山食物アレルギー・アトピーサークル「Smile•Smile」
さやま未来プランナー
●あきらちゃんとラーメンちゃん 入場料：無料 但し、事前申し込みが必要です。
（先着300名）

狭山中学校区地域協議会（いけ2ネット）

24 年 4 月 大阪南脳神経外科病院から

青葉丘病院 「さくら会病院」へ

日時：平成25年10月26日(土）

▲ ▲

8月7日に部会を開催しました。
■当面の取り組み
10月上句
富田林市佐備地区のホタル飼育の視察予定
11月6日
（水） 市民活動支援センターにて環境部会（19：00より）
1月下句
東除川の清掃活動
日程が決まりしだい案内します。
皆様の参加をお待ちしております。
その他 啓発看板の作成予定です。

10月26日
（土）

▲

環境部会報告

11月24日
（土）

第８回さやまラウンド講演会 あきらちゃんとラーメンちゃんと音タネ一座とみなさんと

さやま車検センター

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

吉川氏

電気設備工事
設計施工
株式会社

大本電気工事

保険資格者 9 名在籍・代車 20 台完備

落合モータース

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

ワールド・カー・サービス
大阪狭山市金剛 2 丁目 9-15

072-366-1057

072-365-3030（代）FAX 072-366-0622 TEL:
http://www.eonet.ne.jp/~o-motors/
E-mail:o-motors@leto.eonet.ne.jp http://world-car-service.com/
TEL

講師：元関西電力（株）
大飯原子力発電所所長

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

☎ 072-366-3778
FAX 072-366-9234
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地域活動報告
アレルギーフォーラム in 南大阪

第5回大阪狭山将棋の祭典

2013年8月19日
（月）

だいじょうぶ・・・そばにいるよ

同じものを食べたい・・・食べさせたい・・アレルギーの子どもたちの夢 小さな活動への気づきが、全国
ネットへ成長。
「大阪狭山食物アレルギー・アトピーサークル Smile Smile」が南大阪一円から会場を満席にする
364 名を集め SAYAKA ホール小ホールで 8 月 19 日
「アレルギーフォーラム in 南大阪」
を開催しました。
昨年末に起きた学校給食によるアレルギー死亡事故も併せて誤食事故件数
は、増加の方向を示しています。万が一のアレルギー症状発症時に備えた緊急
時の幼稚園・学校・救急そして病院との連携・体制を持つことが必要と考えまし
た。アレルギーのことでお悩みの児童・生徒・家族、
そしてそれらに関わる機関
の関係者が一同に集い考えるイベントができればと企画しています。
一方通行な情報発信ではなく、お互いに必要な情報を共有でき、お互いを
支えあい歩み寄れる協力体制づくりを目指しています。１人でも多くの方に知
ってもらい、参加していただけるようなイベントをと考えております。

IN

若駒会は平成25年9月1日（日）に第5回大阪狭山将棋
の祭典を開催しました。SAYAKAホール２階大会議室と
３階の和室を利用して子ども将棋大会（さやか名人戦）
や親子で楽しめる初心者教室、プロ棋士による指導対局

大会のルール説明を船江恒平五段から

2013年9月1日
（日）

SAYAKA

など、イベントとしてプロとの対局、ふれあい将棋と親子
ペアーリレ将棋など沢山の内容に参加者もふくめた保
護者の方の参加もあり200名を超えた熱気あふれる会
場でした。

クラス別対局

将棋のことを紹介してます

若駒会は礼儀作法や真剣勝負を大切にこころ育てる将棋をめざしております。
活動場所は市立公民館（火曜日•水曜日•土曜日 午後6：30〜8：30）で活動しています。

(告知チラシより抜粋）

詳細は若駒会ホームページでhttp://www.eonet.ne.jp/~sayama-wakakoma/

無料体験実施中
体験ご希望の方は、氏名、年齢、学年、学校名、連絡のつく電話番号を記載の上、下記
初心者むけの駒の進め方など

地域クラブ・団体紹介
主催者挨拶は、Smile Smile 代表のTさん
アレルギーを持つ子どもの学校生活の現状に
ついての講演も行いました。

午前中担当の講師による質疑応答。

寸劇による緊急対応のシミュレーションも用意。
スタッフの皆さんも大活躍です。
今回このフォーラムに協力されたスタッフの皆さん
は大人４０名、子ども１３名の参加協力でした。

Smile Smile からのメッセージ
今回のアレルギーフォーラムには、364
余名以上が参加の南大阪地区の「保護者
や、幼稚園、学校、消防署、病院」等の連携を
考えるフォーラムでした。今回のフォーラム
やテレビ取材を通して、更なる連携の広が
りやアレルギーに関心をもっていただける
方が増える事を願っております。
講演の最後は、大阪府立呼吸器・アレルギー
医療センターの医師による熱心な講義。

Topics

講師による質疑応答と総合検討が終わって、
長い一日のフォーラムの締めくくりが無事終了。

4 人で始まった小さなサークルは、NHK や関西の各テ
レビ局の小児アレルギーに関する取材を受けるほどの
大きな発信力をもつ組織に成長しました。
８月 20 日（火）には関西テレビニュース『アンカー』の特集
「アンカーズアイ」
でも、
サークル活動が放映されました。

3

今後ともご支援・ご協力をよろしくお願い
いたします。

食物アレルギーをもつ子どもと母親の苦しみを、
「大丈
夫、一年たったら、一緒に笑えるから・・」
と分かち合う、
その 9 年の経験や活動からのアドバイスに「ほんとうに
感動した・・母としての苦労を、他に苦しんでいる人達
まで伝えるサークル活動にまで拡げたことに頭が下が
る・・」
とキャスターやコメンテーターに涙を誘うまでの
放送が行われました

メールアドレスに、
ご連絡ください。お問い合わせも、受け付けております
E-mail:osakasamaya-wakakoma@mail.goo.ne.jp

ヴィスポさやま・キッズサッカー教室『こっころ』

「ヴィスポさやま」は、大阪狭山市の女子サッカーチー
ム。現在クラブには、幼稚園児〜高校生までの女の子が
所属をしています。当クラブは、生涯スポーツの一つとし
て女の子が地域でサッカーを続けて行える環境を整え
ながら年代や発育発達に応じたサッカーの指導を一貫
して行っています。
サッカーに関する技術や知識はもちろん、それぞれが
持っている " 個性 " や " 考える力 " などを伸ばしていき
ながら、スポーツや地域に密接した活動の楽しさ・素
晴らしさを伝え、心豊かで元気な " 人 " を育ていけるよ
う活動を行っています。
また キッズサッカー教室「こっころ」を、東幼稚園の園
児たちを中心に地域の子供たちとサッカー教室を年間
10 回開催しています。

サッカーボールを使った運動やゲームなど、楽しく・
たくさん体を動かす活動や参加者の親交を深めれる運
営をしています。
こちらの教室は、監督の林部雅司さん（大阪狭山市役
所・池尻中在住）
と小松茂美さん（大阪狭山公民館勤務）
の二人が中心になり、運営しています。子供だけでなく
保護者の交流の場になり、また親しみのある東幼稚園を
お借りし思いっきりボール遊びができる環境を提供して
くれています。
現在、約 50 名の参加者で前半 25 人・後半 25 人の
2 グループで教室を開催。
幼稚園側の好意もあり、園庭を十分使わせてもらい本格
的にチームでミニゲーム形式の活動をしたりすることも
あります。

ヴィスポさやまＨＰ
http://www.vispo-sayama.com/
連絡先：
代表

林部雅司さん

E-mail:fungo@i.softbank.jp
キッズサッカー教室『こっころ』開催予定日
●10月12日/11月30日
（土）9：30〜
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地区会・自治会の紹介

-8-

地域の方からのおたより

-自由丘住宅会-

毎号、狭山中学校区の地区会、
自治会を紹介します。今回は自由丘住宅会の紹介です。
（次回は南海狭山コーポ自治管理組合です）

概

役

構
活

ク
関

対

要

自由丘は、南海高野線狭山駅から西南100ｍの地域に広がる住宅地街で、
自由丘1丁目の一
部、2丁目、3丁目の一部が「自由丘住宅会」の範囲となっています。
南海電鉄が、1942年に西除川、新池・中池・よし池の三池に囲まれた丘陵地2万坪に開発した
「南海狭山住宅地」が中心となって形成された街で、大部分が第1種低層住宅専用地域です。
1942年に70世帯で「狭山住宅会」が発足した後周辺の住宅が編入され、
1968年に「自由丘住宅会」
と名称変更して現在に至っております。
員 会長 1名 副会長2名
総務、会計、環境、親睦担当の理事4名と顧問若干名で構成。
（任期は2年間）
11の地区から選任された班長（任期1年）を含めた20名で役員会を構成しています。
成（ 世 帯 数 ） 222世帯（25年9月現在）
動
状
況 ●役員会月1回、定期総会年1回、臨時理事会数回開催
●防犯パトロール、毎週火曜日
（15時、21時に自由丘地域内を巡回）
同時に北小児童の下校時見守りを実施
●歳末夜警（12月26日〜30日、21時から23時の間自由丘地区を巡回）
●高齢者対象の食事会（月1回）を社協西池地区委員会自由丘支部で実施
●わの会（婦人会）喫茶店（月1回、会員対象で、20〜30名）
●自由丘まつり
（年1回）●自主防災訓練（年1回）
ラ ブ 活 動 ・よさこい踊り・フラダンス・リズム体操・卓球クラブ・社交ダンス・ウクレレ演奏等のグループが
自由丘会館を活用して定期的に活動
係
組
織 ●自由丘住宅会自主防災組織（平成23年に結成）
●喜楽会（65歳以上の会員70名）
●わの会（婦人会組織20名）
外
活
動 大阪狭山市防犯委員会、総合防災訓練、北小校区防犯ステーション
狭山中校区円卓会議主催のさやりんピック、講演会等への参加

地域のみなさんからの投稿で掲載しています

私たちは狭山中学校昭和39年の卒業生です。

尾 浦（ 旧 姓 丸 山 ）

昭和39年に開催された世界の祭典「東京オリンピック」
は、私達の修学旅行の時期に重なる幸運に恵まれ、それ
ぞれの会場に分かれて観戦することが出来ました。
同窓会のキッカケは、一人のひと言が発端だそうです。
開催準備にあたり、地道な情報収集に努力頂いた方々の
お蔭で、名簿の完成に漕ぎ付けていただきました。年は重
ねども同窓会で会った瞬間、中学生のあの頃に不思議と
戻れて、
これがタイムスリップだと実感しました。
同窓会は、4年に一度のオリンピック開催年に合わせて
しています。嬉しいことに同窓会を機に輪がどんどん広が
り、不定期ですが忘年会や新年会などをするようになりま
した。そのうち「車で来たら呑めないので、泊まって呑もう
よ」
となり、時折り有志で旅行もする事になりました。今年
はメンバーも増え、初お花見会もしました。
いつ集まっても純粋だった中学生の頃に、
スッと戻れて
何でも言い合える気楽さは、実にいい物で同級生は最高
です。完全リタイヤの人も増え、声掛けがし易くなりまし
た。
1回目は、小学校で行った伊勢へ「ミニ修学旅行」に。2
回目はY君が東大の現役教授のうちに案内して貰おうと
「東大キャンパスツアー」を計画。優秀な人が行く東大と
は・・・と、私達には無縁ですので野次馬根性で興味津々で
す。滅多に入れない教授の部屋にも入れて貰えました。

また茅ヶ崎の輪光寺に陶芸家E君の力作で、大きな焼き
物の河童は2体あると知り行程に組み入れました。3回目
はバスを仕立てて山代温泉へいきました。4回目はA君お
薦めの有馬と同じ良いお湯の大沢温泉と、神戸元町の中
華街に寄り道した旅でした。二日酔いのM君、電車にも酔
った・・そうです（笑）5回目はI君お薦めの唐沢鉱泉と勝沼
の旅で、
もう一度ゆっくり訪れたい場所でした。
いつも集まると
「元気でこれるの有り難い・・、また家の人
の理解があるからからやで・・」
と、感謝の心を忘れないで
す。気が付けば還暦を過ぎた私達です。
昭和から平成に年号が変わった瞬間や、20世紀から21
世紀に変わる瞬間の２千年問題も体験しました。ある意
味凄い時代に生きているのかも知れません。中学卒業
後・・・もうすぐ５０年、半世紀を迎えます。凄いです。でも
その間に大勢の同級生が亡くなっている悲しい現実もあ
ります。そこで大きな節目として、2014年？月に50周年記
念同窓会を特別開催
します。
詳細は案内葉書で・・

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

TEL 072-365-0803
FAX 072-365-0838
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（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）

ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

〒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。

ilk.net/

em

☎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
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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
〒

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︶

1402番地の1

何でもお気軽にご相談ください

十字堂薬局
十字堂薬局

大阪狭山市東池尻4丁目

応募：お気軽にお電話下さい。
来社時、履歴書持参下さい。

O

介護サービスのことなら

正

きれいを実証する。

経絡リンパマッサージ

山市駅
大阪狭

〒589-0004

（普通免許所有者優遇）

※その他、詳細は面談にて

79

浅野歯車工作所

年齢：18 歳〜 65 歳迄

65

株式会社

MILK

そんな あなたを待っています

日給：6,500 円〜（他各種手当有）
勤務：8:00 〜 17:00（研修有）

なるほど…納得。

食堂カフェ
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ASANO GEAR

寿里苑 花舞の郷

・・

カラダかる〜くなります・
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T EL 0 7 2 - 2 0 5

未経験だから？

地域密着型介護老人福祉施設

:/

男女警備スタッフ募集

第 149 回は、平成 25 年 10 月 24 日
（土）

●自由丘まつり

p

●役員会

OS

●自由丘会館

11/1
まで
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