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裏表紙

第10号第10号

　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。

円卓会議概要

第10号　発行：平成26年7月

●「初夏の狭山池」

目次： 

第10回さやまラウンド講演会の案内

事務局•環境部会 報告

防犯・防災部会 報告、情報部会 講演会告知

地域活動報告、地域クラブ・団体紹介

イベント告知　

地区会・自治会の紹介【大鳥池住宅自治会】

地域の方からのおたより【狭山検定を超えてその４】他

日時：平成26年8月2日(土）
開場：13：30　開演14：00　終演15：30（予定）
会場：大阪府立狭山池博物館2F　ホール

主催：さやまラウンド（狭山中学校区円卓会議）

定 員：120名 申込順

参加費：無料（但し要予約）

申込み方法：E-mailまたはFAXで下記を参照ください。

第10回さやまラウンド講演会　「目からウロコの創造論」~自然がわかれば創造がわかる~

参加の
申し込みは

申込用QRコード

講師：宇田成徳さん
宇田技術研究所代表　工学博士

携帯・スマホからは、左図のＱＲコードを
読取りホームページから直接申し込みす
る方法と、E-mailで申込む方法があります。
申し込み内容は（代表者氏名・ふりがな・電
話番号・郵便番号・年代・参加者数）を明記
の上返信ください。

●PCの場合は下記のメールアドレスまで
　E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
●ホームページからの申し込みも可能です。
　（お勧めです）
　URL:http://www.sayamachuentaku.net/

1939年広島県に生まれる。1961年広島大学工学部
応用化学科を卒業、松下電器に入社。洗濯機の排水
ホースや洗濯槽で業界初のプラスチック化に貢献。
そ の 後 、小 型 モ ーター の 研 究 で アメリカ
R&D100AWARD受賞。特許・新案出願件数490件、
登録件数180件以上を誇る。1999年の定年後は、近

畿大学経営学部非常勤講師をはじめとして、数社の
技術顧問、技術アドバイザーやNPO地域ルネサンス
副理事長などを併任。「病気になりたくてもなれな
い話」のほか、「就職試験に落ちたくても落ちられな
い話」など、ユニークな著書と講演で人気を博して
いる。

経

　歴

講演内容
1.恐竜はなぜ亡んだか
2.命の進化と美しい生き方
3.発明 •工夫のうまくなる方法
 •知恵の出る考え方

E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
URL:http://www.sayamachuentaku.net/QRコード

ホームページアドレスが変わります
7月1日から狭山中学校区まちづくり円卓会議のホーム
ページとE-mailのアドレスが、かわりましたのでご案内
いたします。



11月24日（土）

事務局報告•平成26年度通常総会報告

環境部会報告-就任の挨拶ならびに部会報告

　4月15日市役所3F会議室に於いて19時より開催、梅川議
長のもとに議案の審議が進められました。
第1号議案　
会計の中尾氏より平成25年度決算報告書及び26年度予
算について報告
第2号議案　
平成25年度事業報告　氏川情報部会長、山村市民交流
部会長、宮田環境部会長、古川防犯防災部会長による各
部会の事業報告

平成26年4月15日（火）

　ニュース第10号をご覧の
皆さま、こんにちは。平成26
年度より環境部会の部会長
を微力ながら受ける事にな
りました渡辺高好でござい
ます。日頃よりご支援、ご協
力を賜っております皆様方
に紙面をお借りして就任の
ご挨拶を申し上げます。
　前任者のご努力を生か

し、継承を図りながら皆様とご一緒に部会の発展を目指し
たいと願っております。

2013年12月23日（祝）

委員長就任のごあいさつ

第3号議案
役員、事務局員、運営委員の改選及び互選について発
表あり。　　
委 員 長 山村歳幸
副委員長 上田時次郎・梅川紀久雄・國尾美則
 吉野正延・渡辺高好
会　　計 野元悠紀子・林部寿雄
会計監査 上谷元忠・真弓喜代教
事務局長 大西圭介
事務局員 新井宏子・氏川誠・津久井茂樹
 鳥山健・若林勝美
部 会 長 情報：氏川誠・環境：渡辺高好
 市民交流：山村歳幸・防犯防災：古川照人
　以上の審議事項は全て承認を得ました。
尚、新規事業「地域文化祭事業」の概要説明と承認を
いただきました。　　

　平素は、さやまラウンドへのご理解、ご
支援を頂き誠に有り難うございます。平成
26年度より委員長を務めさせていただく
山村歳幸です。発足から4年、構成員や運
営委員の皆さまが企画、立案から幾多の
議論を重ねて事業計画を作成し、市職員
の協力のもとに実施されてきました。又、
昨年4月には『大阪狭山市まちづくり円卓
会議条例』が施行、地域ビジョンの策定が

努力規定として盛り込まれるなど市民自
治の担い手として重要な役割を果たさな
ければなりません。
　これからも地域の特性を生かしたまち
づくりに積極的に取り込み住民同士のつ
ながりを大切にしお互いが支え合う地域
社会の実現にむけて取り組みを進めてま
いります。皆様の絶大なるご支援とご協力
をよろしくお願いいたします。山村歳幸

　先般、５月24日（土）第一幹線水路の美化活動を実施し
構成員並びに市担当者等22名にご協力を得ましたこと
は心から感謝致しております。
　これからは自分を含めて一般に構成員の老齢化や減少
傾向が心配されるところとなっております。一人でも多く
の方々のご参加を心からお願いし、お待ち申し上げます。

渡辺高好

作業前 作業後

渡辺高好

山村歳幸
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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

春 秋
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〒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

アレルギーフォーラム in 南大阪 2013年8月19日（月）イベント告知

街の景観 自由丘　桜通り

地域の交流イベントです。たくさんのご参加お待ちしております

出演者出品者の募集等の詳細は次号で発表！！乞うご期待！！

平成26年
開催
決定

主催：狭山中学校区まちづくり円卓会議　　
共催: 狭山中学校区地域協議会・大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会

会場が

変わります！

開催決定！！

主催：狭山中学校区まちづくり円卓会議
共催:大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会

開催日：平成27 年3 月14 日(土)、15 日(日)

会　場：さやかホール<小ホール>

・舞台の部<リハーサルは14 日>
・展示の部<小ホールホワイエを使用14、15 日>

さやりん
フェスティバル

狭山中学校区地域文化祭

開催日：平成26年11月2日(日) 
会　場：さやか公園
模擬店出店団体募集！！
お申し込みは事務局までメールにて。 企画運営スタッフ(ボランティア)募集中!!　お申し込みは事務局までメールにて。 情報部会報告

第9回講演会報告 平成26年3月15日（土） 第11回講演会ご案内 平成26年12月6日（土）

第12回講演会ご案内 平成27年2月21日（土）

講師として帝塚山学院大学特別研究員で大阪府立大学
名誉教授の阿部一博さんを迎えて「心と体を育む食資源
と食の科学」をテーマに講演会を開催しました。
食と健康の考えなど多彩な話で参加者は、興味深く聞い
ていました。参加者は 80 名、90 分の講義でした。

3月15日（土）  狭山池博物館  ２F ホール

防犯•防災部会報告

渡辺高好

　当部会で作成いたしました「回覧板」を
今年度より各地区会・自治会でご利用頂き
誠にありがとうございます。多くの住民の
目に触れ少しでも防犯や防災の意識の啓
発につながればと思います。
　また、今年度は、昨年度に引続き校区内
の避難場所（狭山中学校・東小学校・北小
学校・東野幼稚園・池尻体育館）の状況調
査を実施し、住民の皆様に情報誌を通じて

情報を提供して参りたいと考えています。
　今後も地域の皆様と一緒に活動して参
りたいと考えています
ので、関心のある方は、
是非ご連絡をお願い
申し上げます。

古川照人古川照人

阿部一博教授阿部一博教授

予告

予告

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
072-366-5757 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

（代表）FAXTEL 

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

病気になる前の
転ばぬ先の杖として

自己責任や改革などの分か
りやすい言葉を使った改革・
演出よりも、地域に根付く
伝統的で持続的な相互扶助
の精神や仕組みこそ、これ
から必要になるのではない
でしょうか。

とき：平成26年12月6日（土）
　　 PM2：00~3：30
ところ：サヤカホール  小ホール
定員：352名
参加費：無料

とき：平成27年2月21日（土）
　　 PM2：00~3：30
ところ：大阪府立狭山池博物館
　　　2Fホール
講師：大阪府立大 准教授
　　　稲垣 スーチンさん　
定員：120名　参加費：無料

「音タネ一座と皆さんと」

「どうすれば英語ができるようになるか」
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地域の活動報告

　狭山半田郵便局側に西地蔵尊が移設され開眼法要が、
3月30日13：30からおこなわれました。
　これは狭山西６組・浜村様・報恩寺・報恩寺檀家のご協力
のもと狭山西地蔵尊の会、村井会長、会員のみなさんの努

力で出来たものです。参列
された方が順番におまい
りしていました。
　終了後はポップコーン
や綿菓子を頂き交流の場
になりました。

　狭山西地蔵尊の会で
は会員募集中で年会費
1,000円です。
　８月下句にはお盆の
お祭りがあります。
問い合わせ：上田時次郎（090-3485-2680）

毎月末、日曜日の午前９時より掃除を行います。皆様の
参加お願いいたします。

　狭山中・西地区「いきいきサロン」では
社会福祉協議会の助成のもと、狭山地
区会館の2階ホールを利用してフルート
と尺八の演奏会を楽しみました。
　金管楽器と尺八のハーモニーはなん
とも言えない音色で皆さんうっとり。
フルート歴14年の奏者は吉田菜穂さん、

尺八歴40年の吉田鐘山さんのベテラン
で親子です。
　今回は「いきいきサロン」（65歳以上
の独居の方々）と自治会の皆さんとの交
流の一環として、社会福祉協議会と自治
会の助成を頂き、地域の民生委員が企
画をしました。

　狭山地区福祉委員会の研修旅行で亀
岡盲導犬訓練所を見学してきました。
　この訓練所では選ばれた温厚で賢い
ラブラド―ルが多くいます。子犬の間
は、一般家庭のパピーウオーカーで
一年間過ごし、その後訓練所で10カ月
寮生活します。
　訓練士は、誘導器具（ハ―ネス）を犬
の背に取り付けて、遊んであげたり、褒

めたりしながら、褒美を与えて教えてい
きます。そしてユーザーの所へ引き取ら
れます。
　ユーザーは犬の右側でハーネスを片
手に持って歩行します。
　盲導犬を見かけたら、そっとしておい
てユーザーへの従順さや集中力を損な
わないように見守ってあげたいと思い
ます。（N）

　4月26，27日とも恒例の狭山池
まつりは、晴天にめぐまれて水上
で初めての催しのパドルボートが
賑わいを見せていました。年々盛
大になっていくことは、うれしいこ
とです。

　問題になるのが大量ごみの処
理で、今年はじめて市の生活環境
Gと市民による｛ごみ減量推進委
員会｝が本部テントを張り、分別の
ゴミ箱や生ゴミ堆肥化の為の(ぼ
かし)や(コンポスト)を設置してPR
をしていました。

連絡問い合わせは：
代　表 金川たず子（TEL：072-365-6162）　
世話役 成瀬美代子（TEL：072-365-2220）

　「よさこい自由丘」は、狭山池まつり出演の
“よさこい踊り”を見て自分達のよさこい踊りを
竜神舞台で踊りたいと、平成17年に自由丘住
宅会の有志10名で発足しました。
会員は、現在11名で自由丘・池尻中・池の原・
茱萸木・狭山ニュータウン・北野田等の地域
から参加しており、60歳代の女性が中心です。
練習は、自由丘会館（自由丘1-4-2）で第1，2，4

の火曜日13時から２時間実施し、衣装、小道具はメンバーが集まり寄
付して頂いた着物や生地を”踊り”に合ったデザインや色合わせを工
夫し、全て手作りで作成してきました。
”踊り”はテンポが速くキレの良い動きをベースに、曲目・振り付け・構
成等を毎年新しく工夫し、手作り”よさこい踊り”の内容と質の向上に
努力しています。

京都府　亀岡盲導犬訓練所を見学

狭山池まつりとイベントごみについて

西地蔵尊　開眼法要

狭山池　桜まつり

フルートと尺八の演奏会

地域クラブ・団体紹介

クラシックバレエ•ヒップホップ

入会随時募集!入会随時募集!

Studio With( スタジオウィズ )
〒589-0005 大阪狭山市狭山5-2213-24
「大阪狭山市駅」東側　徒歩3分
Tel 072-220-8841

よさこい踊りチーム「よさこい自由丘」

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

平成26年3月30日（日）平成26年2月16日（日）

平成26年3月1日（土）

平成26年4月26（土）27日（日）

本年も桜まつりが開催され校区の様々な団体も
出店されていました。

本年も桜まつりが開催され校区の様々な団体も
出店されていました。

平成26年4月5日（土）
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地域の活動報告

　狭山半田郵便局側に西地蔵尊が移設され開眼法要が、
3月30日13：30からおこなわれました。
　これは狭山西６組・浜村様・報恩寺・報恩寺檀家のご協力
のもと狭山西地蔵尊の会、村井会長、会員のみなさんの努

力で出来たものです。参列
された方が順番におまい
りしていました。
　終了後はポップコーン
や綿菓子を頂き交流の場
になりました。

　狭山西地蔵尊の会で
は会員募集中で年会費
1,000円です。
　８月下句にはお盆の
お祭りがあります。
問い合わせ：上田時次郎（090-3485-2680）

毎月末、日曜日の午前９時より掃除を行います。皆様の
参加お願いいたします。

　狭山中・西地区「いきいきサロン」では
社会福祉協議会の助成のもと、狭山地
区会館の2階ホールを利用してフルート
と尺八の演奏会を楽しみました。
　金管楽器と尺八のハーモニーはなん
とも言えない音色で皆さんうっとり。
フルート歴14年の奏者は吉田菜穂さん、

尺八歴40年の吉田鐘山さんのベテラン
で親子です。
　今回は「いきいきサロン」（65歳以上
の独居の方々）と自治会の皆さんとの交
流の一環として、社会福祉協議会と自治
会の助成を頂き、地域の民生委員が企
画をしました。

　狭山地区福祉委員会の研修旅行で亀
岡盲導犬訓練所を見学してきました。
　この訓練所では選ばれた温厚で賢い
ラブラド―ルが多くいます。子犬の間
は、一般家庭のパピーウオーカーで
一年間過ごし、その後訓練所で10カ月
寮生活します。
　訓練士は、誘導器具（ハ―ネス）を犬
の背に取り付けて、遊んであげたり、褒

めたりしながら、褒美を与えて教えてい
きます。そしてユーザーの所へ引き取ら
れます。
　ユーザーは犬の右側でハーネスを片
手に持って歩行します。
　盲導犬を見かけたら、そっとしておい
てユーザーへの従順さや集中力を損な
わないように見守ってあげたいと思い
ます。（N）

　4月26，27日とも恒例の狭山池
まつりは、晴天にめぐまれて水上
で初めての催しのパドルボートが
賑わいを見せていました。年々盛
大になっていくことは、うれしいこ
とです。

　問題になるのが大量ごみの処
理で、今年はじめて市の生活環境
Gと市民による｛ごみ減量推進委
員会｝が本部テントを張り、分別の
ゴミ箱や生ゴミ堆肥化の為の(ぼ
かし)や(コンポスト)を設置してPR
をしていました。

連絡問い合わせは：
代　表 金川たず子（TEL：072-365-6162）　
世話役 成瀬美代子（TEL：072-365-2220）

　「よさこい自由丘」は、狭山池まつり出演の
“よさこい踊り”を見て自分達のよさこい踊りを
竜神舞台で踊りたいと、平成17年に自由丘住
宅会の有志10名で発足しました。
会員は、現在11名で自由丘・池尻中・池の原・
茱萸木・狭山ニュータウン・北野田等の地域
から参加しており、60歳代の女性が中心です。
練習は、自由丘会館（自由丘1-4-2）で第1，2，4

の火曜日13時から２時間実施し、衣装、小道具はメンバーが集まり寄
付して頂いた着物や生地を”踊り”に合ったデザインや色合わせを工
夫し、全て手作りで作成してきました。
”踊り”はテンポが速くキレの良い動きをベースに、曲目・振り付け・構
成等を毎年新しく工夫し、手作り”よさこい踊り”の内容と質の向上に
努力しています。

京都府　亀岡盲導犬訓練所を見学

狭山池まつりとイベントごみについて

西地蔵尊　開眼法要

狭山池　桜まつり

フルートと尺八の演奏会

地域クラブ・団体紹介

クラシックバレエ•ヒップホップ

入会随時募集!入会随時募集!

Studio With( スタジオウィズ )
〒589-0005 大阪狭山市狭山5-2213-24
「大阪狭山市駅」東側　徒歩3分
Tel 072-220-8841

よさこい踊りチーム「よさこい自由丘」

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

平成26年3月30日（日）平成26年2月16日（日）

平成26年3月1日（土）

平成26年4月26（土）27日（日）

本年も桜まつりが開催され校区の様々な団体も
出店されていました。

本年も桜まつりが開催され校区の様々な団体も
出店されていました。

平成26年4月5日（土）
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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

春 秋

さ
やま
ラウンド

SAYAMA ROU

ND

〒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

アレルギーフォーラム in 南大阪 2013年8月19日（月）イベント告知

街の景観 自由丘　桜通り

地域の交流イベントです。たくさんのご参加お待ちしております

出演者出品者の募集等の詳細は次号で発表！！乞うご期待！！

平成26年
開催
決定

主催：狭山中学校区まちづくり円卓会議　　
共催: 狭山中学校区地域協議会・大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会

会場が

変わります！

開催決定！！

主催：狭山中学校区まちづくり円卓会議
共催:大阪狭山市・大阪狭山市教育委員会

開催日：平成27 年3 月14 日(土)、15 日(日)

会　場：さやかホール<小ホール>

・舞台の部<リハーサルは14 日>
・展示の部<小ホールホワイエを使用14、15 日>

さやりん
フェスティバル

狭山中学校区地域文化祭

開催日：平成26年11月2日(日) 
会　場：さやか公園
模擬店出店団体募集！！
お申し込みは事務局までメールにて。 企画運営スタッフ(ボランティア)募集中!!　お申し込みは事務局までメールにて。 情報部会報告

第9回講演会報告 平成26年3月15日（土） 第11回講演会ご案内 平成26年12月6日（土）

第12回講演会ご案内 平成27年2月21日（土）

講師として帝塚山学院大学特別研究員で大阪府立大学
名誉教授の阿部一博さんを迎えて「心と体を育む食資源
と食の科学」をテーマに講演会を開催しました。
食と健康の考えなど多彩な話で参加者は、興味深く聞い
ていました。参加者は 80 名、90 分の講義でした。

3月15日（土）  狭山池博物館  ２F ホール

防犯•防災部会報告

渡辺高好

　当部会で作成いたしました「回覧板」を
今年度より各地区会・自治会でご利用頂き
誠にありがとうございます。多くの住民の
目に触れ少しでも防犯や防災の意識の啓
発につながればと思います。
　また、今年度は、昨年度に引続き校区内
の避難場所（狭山中学校・東小学校・北小
学校・東野幼稚園・池尻体育館）の状況調
査を実施し、住民の皆様に情報誌を通じて

情報を提供して参りたいと考えています。
　今後も地域の皆様と一緒に活動して参
りたいと考えています
ので、関心のある方は、
是非ご連絡をお願い
申し上げます。

古川照人古川照人

阿部一博教授阿部一博教授

予告

予告

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
072-366-5757 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

（代表）FAXTEL 

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

病気になる前の
転ばぬ先の杖として

自己責任や改革などの分か
りやすい言葉を使った改革・
演出よりも、地域に根付く
伝統的で持続的な相互扶助
の精神や仕組みこそ、これ
から必要になるのではない
でしょうか。

とき：平成26年12月6日（土）
　　 PM2：00~3：30
ところ：サヤカホール  小ホール
定員：352名
参加費：無料

とき：平成27年2月21日（土）
　　 PM2：00~3：30
ところ：大阪府立狭山池博物館
　　　2Fホール
講師：大阪府立大 准教授
　　　稲垣 スーチンさん　
定員：120名　参加費：無料

「音タネ一座と皆さんと」

「どうすれば英語ができるようになるか」
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11月24日（土）

事務局報告•平成26年度通常総会報告

環境部会報告-就任の挨拶ならびに部会報告

　4月15日市役所3F会議室に於いて19時より開催、梅川議
長のもとに議案の審議が進められました。
第1号議案　
会計の中尾氏より平成25年度決算報告書及び26年度予
算について報告
第2号議案　
平成25年度事業報告　氏川情報部会長、山村市民交流
部会長、宮田環境部会長、古川防犯防災部会長による各
部会の事業報告

平成26年4月15日（火）

　ニュース第10号をご覧の
皆さま、こんにちは。平成26
年度より環境部会の部会長
を微力ながら受ける事にな
りました渡辺高好でござい
ます。日頃よりご支援、ご協
力を賜っております皆様方
に紙面をお借りして就任の
ご挨拶を申し上げます。
　前任者のご努力を生か

し、継承を図りながら皆様とご一緒に部会の発展を目指し
たいと願っております。

2013年12月23日（祝）

委員長就任のごあいさつ

第3号議案
役員、事務局員、運営委員の改選及び互選について発
表あり。　　
委 員 長 山村歳幸
副委員長 上田時次郎・梅川紀久雄・國尾美則
 吉野正延・渡辺高好
会　　計 野元悠紀子・林部寿雄
会計監査 上谷元忠・真弓喜代教
事務局長 大西圭介
事務局員 新井宏子・氏川誠・津久井茂樹
 鳥山健・若林勝美
部 会 長 情報：氏川誠・環境：渡辺高好
 市民交流：山村歳幸・防犯防災：古川照人
　以上の審議事項は全て承認を得ました。
尚、新規事業「地域文化祭事業」の概要説明と承認を
いただきました。　　

　平素は、さやまラウンドへのご理解、ご
支援を頂き誠に有り難うございます。平成
26年度より委員長を務めさせていただく
山村歳幸です。発足から4年、構成員や運
営委員の皆さまが企画、立案から幾多の
議論を重ねて事業計画を作成し、市職員
の協力のもとに実施されてきました。又、
昨年4月には『大阪狭山市まちづくり円卓
会議条例』が施行、地域ビジョンの策定が

努力規定として盛り込まれるなど市民自
治の担い手として重要な役割を果たさな
ければなりません。
　これからも地域の特性を生かしたまち
づくりに積極的に取り込み住民同士のつ
ながりを大切にしお互いが支え合う地域
社会の実現にむけて取り組みを進めてま
いります。皆様の絶大なるご支援とご協力
をよろしくお願いいたします。山村歳幸

　先般、５月24日（土）第一幹線水路の美化活動を実施し
構成員並びに市担当者等22名にご協力を得ましたこと
は心から感謝致しております。
　これからは自分を含めて一般に構成員の老齢化や減少
傾向が心配されるところとなっております。一人でも多く
の方々のご参加を心からお願いし、お待ち申し上げます。

渡辺高好

作業前 作業後

渡辺高好

山村歳幸

〒

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

8/8
まで

施術時間
約 通常￥5,000 を

￥2,500半額

※

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
）

十
字
堂
薬
局

経絡リンパマッサージ

大
阪
狭
山
市
駅

60分
〒589-0005 大阪狭山市狭山 1丁目 2355-8

山野愛子どろんこ体験エステ

生徒募集中！
大阪狭山市東野西 2-787-1

(60分)

エステティシャン

2160yen!!

072-365-1870TEL

山野愛子どろんこ美容大阪狭山市店(有)アトリエU

ヤマノの確信。
「泥」と「琥珀」で世界基準へ！
ヤマノでキレイ、始めませんか？

®

URL： http://doronko-atorie-u.on.omisenomikata.jp/

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

地区会・自治会の紹介　-10-  -大鳥池住宅自治会-

概 要

役 員

構 成（ 世 帯 数 ）
活 動 状 況
（ 対 外 活 動 ）

関 係 組 織

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は大鳥池住宅自治会の紹介です。（次回は南海狭山住宅自治会の予定です）

1972年昭和住宅建設が住宅地を建設し自治会が発足され現在の大鳥池住宅自治会が誕生
しました。大鳥池の北側で近くにふれあいの里や公園がある緑豊かな環境に位置していま
す。建設当初からの入居者もいれば最近引っ越してきた方など様々ですが、赤ちゃんからお年
寄りまで幅広い年代の世代間交流が盛んに行われており、顔が見える近所付き合いが出来る
住宅です。
会長1名、副会長3名（防火防犯委員、社会福祉委員兼任）、書記1名、副書記1名、会計1名
会計監査1名、防火防犯委員1名、婦人防火クラブ委員1名、班幹事10名、民生委員1名
123世帯（H26.4月現在） 
●役員幹事会月1回、定期総会年1回　●夏の防犯パトロール、歳末夜警
●東野地区社会福祉協議会の各種活動　●赤い羽根、歳末助け合い募金
●北小学校区地域防犯ステーション　●北小学校児童の見守り
●狭山中学校区まちづくり円卓会議への参加　（さやりんピック等）
●小地域ネットワーク各種活動（サロン、ふれあい会食、ハロウィンイベント）
百寿会（60歳以上26名）、こども会（約17名）　 

集会所 サロン活動 子ども会集会所 サロン活動 子ども会

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159回は、平成26年7月26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
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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:sayamaround@sayamachuentaku.net

URL:http://www.sayamachuentaku.net/

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）　

　春北風（はるならい）に始まり、菜種梅雨、梅雨、秋雨へ
と降る雨は穀雨といいますが、このリズムに合わせて私た
ち人間も大自然の中、社会の激動の中をくぐり抜けて時を
経ております。日々の変化は目まぐるしく情報が飛び交い、
ニュースが生まれます。さやまラウンドの情報誌を読んで
下さり有り難うございます。　

編 集 後 記

情報部会情報誌ＷＧ　　野元

　SAYAKAホールや市役所の前を
通る府道198河内長野美原線は大
阪狭山市の幹線道路であるが、南
海高野線と交差するガード下は1
車線しかなく、信号制御による片
側通行となっていたため、ここを
複線とすべく工事が進められていた。そこから歴史的な遺構が見
つかり工事が中断しているという噂を聞いたので、急いで見に行
ったが既に埋め立てられて工事が進行していた（写真1)。
　この地域は「狭山藩陣屋跡」であるため、工事の途中で大手筋
（当時の名称）周辺の発掘調査が行われたそうで、石組遺構や瓦
積遺構などが見つかり、近くに住む山村歳幸氏が撮影しておいた
という写真を送ってくれた（写真2）。また、狭山池博物館の植田隆
司副館長は、それら発掘調査の成果を展示中だと、博物館1階の
展示コーナーを案内してくれた。そこには発掘現場の記録写真
などのパネルの他、出土した瓦や陶磁器などが、「狭山藩陣屋跡
の発掘調査成果～発掘された大手筋～」として公開展示されて

いた(写真3)。この展示は5月18日までで既に終了しているが、ご
覧になられた方も多いのではないかと思う。
　「狭山池まつり」の初日に立ち寄った狭山池博物館の受付前の
ロビーには、「狭山池博物館の展示資料が、国の重要文化財に指
定されることになりました」と、嬉しい掲示があった(写真4)。これ
によると、「重源狭山池改修碑一基」(写真5）と「狭山池出土木樋
一括」の2点であり、木樋の一括とは「下層東樋」(写真6)、「上層東
樋」(写真7)の他、「中樋取水部材」、「西樋取水部材」である。この
記事をご覧の頃には、既に国の重要文化財に指定されて、その旨
の表示がなされていると思うが、我々の地域の文化財を改めてご
覧になることをお勧めしたい。

花に花重ねて花の狭山池

桜蕊降る一栄の刻惜しむ

雨に降る疲れし色の桜蕊

閑けさに降る尼寺の桜蕊

駅頭に別れてよりの花は葉に

葉桜の影ふくらめる今年かな

花に花重ねて花の狭山池

桜蕊降る一栄の刻惜しむ

雨に降る疲れし色の桜蕊

閑けさに降る尼寺の桜蕊

駅頭に別れてよりの花は葉に

葉桜の影ふくらめる今年かな

 地域の方からのおたより 地域のみなさまからの投稿を掲載しています

写真１

写真２ 写真３

写真４ 写真５

写真６ 写真７

写真１

写真２ 写真３

写真４ 写真５

写真６ 写真７

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 又は Faxで応募下さい。
お便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。応募者の住所、氏名、
電話番号を明記して下さい。
但し、運営委員の方は対象外です。

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

見本

（絵
柄は
変わ
りま
す）

さやま検定ス―パー博士号のAさん「狭山検定」を超えて （その4）

赤ちゃん自慢！俳句 自由丘　白木美智子

西川隼太（はやた）くん西川隼太（はやた）くん

我
が
家
の

　
　ア
イ
ド
ル
!!


