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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。

　さやまラウンドの正式な名称は「狭山中校区まちづくり円

卓会議」ですが、短く別名で『さやまラウンド』の愛称にしていま

す。ラウンドはRoud table（円卓）から取っています。

円卓会議概要

第16号　発行：平成28年5月

目次： 

第16回講演会の案内

第2回さやりんフェステバル開催・環境部会・防犯防災部会報告

情報部会・福祉教育部会報告

地域の活動報告

地域クラブ・団体紹介

狭山池築造1400年記念事業オープニングイベント ・編集後記

参加者募集｜第1６回講演会「くらしと微生物」　
　さやまラウンドでは「くらしと微生物」の課題で講演会を開催します。
微生物といえば、食品の腐敗、食中毒、病気、アレルギーなどといった悪い面が
強調されがちですが、本当はこのような悪玉菌よりヒトの暮らしに役立つ善玉
菌の方がはるかに多いのです。
　私たちの暮らしを豊かにしてくれて
いる微生物の働きについて紹介します。

平成28年7月23日（土）

●日時：平成28年7月23日（土）
　　　 開場：13：30　講演：14：00～15：30
●会場：SAYAKAホール　大会議室
●定員：90名　先着順（定員で締切）
●参加費：無料（但し要予約）

申込用QRコード

携帯・スマホからは、右のＱＲコードを読取り
E-mailで下記内容をご記入頂きお申込みください。
E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net

参
加
申
込
方
法

狭山中学校区まちづくり円卓会議の
ホームページからお申し込みください。

さやまラウンド

URL:http://www.sayamachuentaku.net/ FAX.072-366-8545FAXからは上記内容をご記入いただき
右記番号にお願いします。

FAX

PC

Mobile ・代表者氏名・ふりがな・電話番号
・郵便番号・年代・参加者数

記入
要項

●申込方法：ホームページまたはE-mail・FAXで
　お名前（ふりがな）電話番号かE-mail、郵便番号、
　参加人数を記載の上事務局まで申込ください。
●受付：6月15日（水）～7月21日（木）まで
＊定員に達し受け入れ出来ない場合は申込み者に連絡します。

●2016年4月1日～5月8日、大阪狭山市の狭山池にラバーダックが登場　

大阪府立大学 地域連携研究機構教授
講師：川口剛司さん

■対象年齢 : 中学生・高校生・一般



11月24日（土）
第2回さやりんフェステバル開催 平成28年4月17日（日）

環境部会報告　 平成28年2月7日（日）

防犯・防災部会報告

災害に対する準備・対策が解り易く書かれています。

いざという時のために準備・対策を進めましょう。

タウンページ本体のＰ271～274にも掲載されています。

いつ、大地震が起こるかもしれませんよ！
備えあれば、憂いなし、準備怠りなく

あわてないための、事前準備
配達された【防災タウンページ】を
読みましたか？

環境部会事業として「第一幹線水路」
美化清掃をします。
当日のご参加ご協力お願いします。
●実施日時：5月29日（日）
 　  午前10時～11時30分
●集合場所：池尻体育館　10時
●服　装：作業可能服装
 　  （男性はゴム長靴歓迎）
＊天候不良で中止の場合は午前8時までに
　メールなどで連絡します。（渡辺）

この度の熊本地震、

被害に遭われた

全ての方にお見舞い

申し上げます。

募金のご協力
ありがとうございました

　さやりんフェステイバルが開催されました。大阪狭山出
身の生化学者の柏崎玄伍さんのピアノソロから演奏から
始まり、華麗なダンス、音楽、歌謡等20団体の多才な演技

が繰り広げられました。最後は、会場一杯で東日本大震災
復興支援ソング【 花は咲く】で締めくくりました。
　一方、展示会場では絵画10点、書道5点、の他、布押絵
1点、布絵本1点、陶芸品10点、手造りアクセサリー3点、石こ

ろアート［動物］の数々や当市行事記念郵趣切手作品集［パ
ネル］等多くの作品が並び地域市民の多才な人達に感動し
ました。当日の参加者は総数で1,758名で大盛況でした。
　また、先日起こった熊本大震災
に向けて募金活動を行い、たくさ
んの人達にご協力して頂きました。
ありがとうございました。

当日集まりました募金は義援金として

東日本大震災被災地へ「23,204円」　

熊本地震被災地へ「108,912円」

寄付させていただきます。

円卓会議スタッフ一同

　学園橋から南海電車踏切までの
河川の清掃活動をしました。作業始
めのころは小雪も舞う状態でしたが、
その後好転し天気も晴れて作業が
順調に進みました。

　2ｍぐらい伸びたヨシの刈り取りや
河川壁面に生えた雑草など1時間半
の作業でしたが沢山の除草作業がで
きました。
　ウインチを利用してごみや雑草を
川底から引き揚げていました。
　当日の参加者は、狭山中学校区ま
ちづくり円卓会議メンバー19名・市
職員10名・府職員4名でした。（渡辺）

東除川河川掃除美化活動実施 お知らせ
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http://www.sakurak.jp

〒589-0011 大阪狭山市半田 5丁目 2610-1
072-366-5757 072-367-2808（代表）FAXTEL 

社会医療法人 さくら会

脳神経外科・整形外科・内科・
リハビリテーション科・神経内科・
外科・形成外科・心臓外科

良質な医療サービスと和やかな療養環境を
提供し、地域の皆さまの健康を支援します。

急性期から回復期、維持期まで

医療
法人今井医院

池尻自由丘1-3-24
TEL 072-366-1061

休診 :日･祝日･木･ 土曜午後

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

内科、神経内科、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

診療科目

医療法人 恒昭会

青葉丘病院

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

住み慣れた地域で
過ごすために

　将来は病院なのか施設なのか、
それとも今の住まいで過ごすのか。
　その際どの人に看取ってもら
うのか。色々迷うこともあると思
います。目の前のかかりつけ医と
相談されてはいかがでしょうか。
　そして、自身の将来だけではな
く最期まで過ごせる地域づくり
も一緒に考えませんか。今井真

 部会特別会議を東野地区自治会
館で行い、自治会長と地域の方々
にお集まり頂き、「円卓福祉教育
部会として地域と何ができるか」
というテーマのもと、建設的な話
し合いをさせて頂きました。
　差し迫った少子高齢化への対
応や、地域に潜在的に存在する
孤立死を防ぐための試みなどの
お話を伺うと、多くの課題が浮か

び上がりました。また、通常会議
では子どもの貧困に対するセー
フティネットの情報を収集し、地
域や各種団体と協働して何がで
きるかなどを話し合いました。
　部会では共に活動して頂ける
方を募集しております。ご協力頂
けます方は、FAXかメールで裏表
紙の円卓会議事務所までご連絡
ください。（花田）

福祉教育部会報告 平成28年1月16日（土）

情報部会報告　第15回講演会報告 平成28年2月14日（日）

　「楽しいレクリエーションゲーム」をテーマにSAYAKAホール
のコンベンションホールで講師に大阪府大准教授の三宅孝
昭さんを招いてレクリエーションゲームの実技をしました。

　最初は緊張ぎみの集団でも、ゲームを展開していくうちに
徐々に楽しい場所になっていくのが見られました。
　ゲームの組み立てと展開についてもリーダー対参加者のゲ
ーム、２人組のゲーム、３，４人の小グループのゲーム、全体
交流ゲームまた円形で行うゲームなど参加人数によりゲーム
の内容を変える事を教わりました。　ゲームを行う際はルー
ルを説明し、やってみせて、声の強弱、抑揚、間とテンポが大切
なこと、必ず勝った人をたたえることなど勉強しました。参加
の約50名の方も楽しんで帰られました。

開催日時：6月26日（日）大阪狭山市出発（9:00）
研修先：阪神淡路大震災記念「人と防災未来センター」
　　　  神戸港震災メモリアルパーク等
参加費：昼食代（1,620円予定）
定員：70名（バスで移動）先着順

市民研修会「学びに行こ会」を
開催します。ご参加ください。

申込み方法：

氏名（ふりがな）電話、住所、e-mail記入の上、

FAXまたはE-mailで狭山中校区円卓会議事務局まで

　＊詳細の情報は申込みの方へ連絡します。
問合せ：メールまたはFAXでご連絡ください。
メール：sayamaround@sayamachuentaku.net
 FAX：072-366-8545後日連絡します。

休診日：水・日・祝・土午後

豊川整形外科

デイケア ロコモ教室さやま
(90分のデイケア：西野ビル２階)

デイケア ロコモ教室さやま
(90分のデイケア：西野ビル２階)

〒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）

TEL : 072-366-8881

http://www.toyokawaseikei.jp/

リウマチ科・整形外科
リハビリテーション科

駐車場あり
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　当会事務局長である大西圭介（防災士）さんが、東小学校

にて防災に関するセミナーを開催しました。

　同校鈴木校長先生からの依頼で、同じ中学校区で防災士と

して活躍する岡本裕紀子さんにも参画をお願いし、当日は3

年生から6年生まで500名ほどが参加し、避難所運営ゲームを

　2月9日（火）午後１時半から、北小学校レインボールー

ムで 5 年生を対象に、総合的な学習の一環として認知症勉

強会が開催されました。この勉強会は認知症サポータ事業

に取り組む地域包括支援センターなども協力。小学生を含

む幅広い年代が認知症を理解し、地域での見守り体制構築・

安心してくらせるまちづくりが期待されます。

　寸劇もまじえ認知症をわかりやすく解説のあと、近所の知

っている人という設定で、認知症の人に扮した 6人のスタッ

地域の活動報告
東池尻ふれあい祭り東小学校児童が避難所訓練 平成28年2月6日（日）

北小で5年生を対象に認知症勉強会 平成28年2月9日（火）

実施。各班に低学年から高学年までの児童が混在する「なか

よし班」に分かれて災害に対処するセミナーに取り組みました。

　南海地震が発生しその後大規模な台風が発生するという

過酷な設定の中、自分たちが一番よく知っている学校内で地

域の避難者の皆さんを受け入れ、適切な運営をすべく、与え

られた設定の中で相談しあいながら進めました。

　みんな一所懸命に考え素晴らしいアイデアや運営方法が続

出しました。地域からは20名余のボランティアの方が、「避難

者」役としてお手伝いをいただき、市役所の職員さんも参加し

ていただき、古川市長もご自身が現役の保護者としてご参加。

　東京から防災士研修セン

ター員、地域コミュニティー

誌より取材等を受けました。

小学生とは思えないほど積

極的かつ斬新な発想に感

動した一日でした。

東池尻ふれあい祭り参加者募集｜みらい◇はばたきっず　かがく実験で未来のノーベルかがく賞 平成28年8月3日~4日

東池尻ふれあい祭り大阪巨大防水路研修：狭山地区福祉委員会 平成28年2月25日（木）

内容：海の不思議、低温・超伝導・磁石、光る色の付く材料、
　　　太陽・燃料・熱電電池など
日時：平成 28年 8月3日 ( 水 )、4日 ( 木 )　
　　　午前 9:30 ～ 11:30 ／午後 2:00 ～ 4:00
場所：社会教育センター（茱萸木 2-306-4）
講師：大阪府立大学　
　　　有馬正和、野口　悟、成澤 雅紀、津久井茂樹（敬称略）

《写真の説明》
さ　さあみんなで
や　やさしく
ま　まずは声かけを
い　いいえがおで
け　結果オーライ！

フへの声掛け訓練。北小 5 年生の真剣なまなざしが印象的

でした。

　2月25日、低地の寝屋川流域一帯に点在する多
くの地下水調節池がある一方、地下に川を造って流
す寝屋川南部地下河川の若江立坑の現場を日帰り
バス見学しました。
　深さ23.3ｍ、直径 23.3ｍの円錐状の立抗の底ま
でらせん階段を下りていくと底から横に直結するト
ンネルがあり、そのトンネルは直径（高さ）6.9ｍの
太さでした。

　私たちが見学した時はこのトンネル河川を寝屋川流域のただ一つの水の出口になる
京橋口へとつなげる改修工事中で立抗底の中に数人の作業員達がいました。

触れよう！世界の最先端の科学技術
大阪狭山市在住の大阪府立大学の先生方が「大阪狭山市か

らノーベル賞輩出プロジェクト」事業として協力してくださり、

平成 26 年から開催している事業です。

　世界の最先端の科学技術に触れることで、科学の素晴らし

さを実感し、興味を持ってもらうことを目的としています。今年

も下記の要領で開催いたしますので、奮ってご参加ください。

※参加費等、詳しくは市広報誌 7月号をご覧ください。主催：市立公民館　共催：社会教育センター　協力：ポチ倶楽部

★他  ダンス・体操・クラシックバレエ
大人バレエクラスがあります
見学・体験できます

ヨガ・ピラティス・ダンス

 大阪狭山市駅付近スタジオ内 

Studio With
動くヨガ・リラックスヨガ

●第１・３金曜日  19 時～ 20 時　
50 歳からのゆったりヨガとストレッチ

●第 3金曜日 13 時～ 14 時

筋力・プロポーション維持

●第 2・4木曜日  19 時 30 ～ 20 時 30

ヨガ・ピラティス・ダンスヨガ・ピラティス・ダンス

 大阪狭山市駅付近スタジオ内 

Studio With

http://studiowith.jp/
お問い合わせ : 越智　090-4273-4192

NEW→

ピラティス

ヨガ

大阪狭山市東野西 3-688-5
TEL 072-365-3030（代）
落合モータース

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

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

年齢：18歳以上～
　　　（普通免許所有者優遇）
日給：6,800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

〒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

ラバー・ダックin狭山池

株式会社

落合モータース
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　当会事務局長である大西圭介（防災士）さんが、東小学校

にて防災に関するセミナーを開催しました。

　同校鈴木校長先生からの依頼で、同じ中学校区で防災士と

して活躍する岡本裕紀子さんにも参画をお願いし、当日は3

年生から6年生まで500名ほどが参加し、避難所運営ゲームを

　2月9日（火）午後１時半から、北小学校レインボールー

ムで 5 年生を対象に、総合的な学習の一環として認知症勉

強会が開催されました。この勉強会は認知症サポータ事業

に取り組む地域包括支援センターなども協力。小学生を含

む幅広い年代が認知症を理解し、地域での見守り体制構築・

安心してくらせるまちづくりが期待されます。

　寸劇もまじえ認知症をわかりやすく解説のあと、近所の知

っている人という設定で、認知症の人に扮した 6人のスタッ

地域の活動報告
東池尻ふれあい祭り東小学校児童が避難所訓練 平成28年2月6日（日）

北小で5年生を対象に認知症勉強会 平成28年2月9日（火）

実施。各班に低学年から高学年までの児童が混在する「なか

よし班」に分かれて災害に対処するセミナーに取り組みました。

　南海地震が発生しその後大規模な台風が発生するという

過酷な設定の中、自分たちが一番よく知っている学校内で地

域の避難者の皆さんを受け入れ、適切な運営をすべく、与え

られた設定の中で相談しあいながら進めました。

　みんな一所懸命に考え素晴らしいアイデアや運営方法が続

出しました。地域からは20名余のボランティアの方が、「避難

者」役としてお手伝いをいただき、市役所の職員さんも参加し

ていただき、古川市長もご自身が現役の保護者としてご参加。

　東京から防災士研修セン

ター員、地域コミュニティー

誌より取材等を受けました。

小学生とは思えないほど積

極的かつ斬新な発想に感

動した一日でした。

東池尻ふれあい祭り参加者募集｜みらい◇はばたきっず　かがく実験で未来のノーベルかがく賞 平成28年8月3日~4日

東池尻ふれあい祭り大阪巨大防水路研修：狭山地区福祉委員会 平成28年2月25日（木）

内容：海の不思議、低温・超伝導・磁石、光る色の付く材料、
　　　太陽・燃料・熱電電池など
日時：平成 28年 8月3日 ( 水 )、4日 ( 木 )　
　　　午前 9:30 ～ 11:30 ／午後 2:00 ～ 4:00
場所：社会教育センター（茱萸木 2-306-4）
講師：大阪府立大学　
　　　有馬正和、野口　悟、成澤 雅紀、津久井茂樹（敬称略）

《写真の説明》
さ　さあみんなで
や　やさしく
ま　まずは声かけを
い　いいえがおで
け　結果オーライ！

フへの声掛け訓練。北小 5 年生の真剣なまなざしが印象的

でした。

　2月25日、低地の寝屋川流域一帯に点在する多
くの地下水調節池がある一方、地下に川を造って流
す寝屋川南部地下河川の若江立坑の現場を日帰り
バス見学しました。
　深さ23.3ｍ、直径 23.3ｍの円錐状の立抗の底ま
でらせん階段を下りていくと底から横に直結するト
ンネルがあり、そのトンネルは直径（高さ）6.9ｍの
太さでした。

　私たちが見学した時はこのトンネル河川を寝屋川流域のただ一つの水の出口になる
京橋口へとつなげる改修工事中で立抗底の中に数人の作業員達がいました。

触れよう！世界の最先端の科学技術
大阪狭山市在住の大阪府立大学の先生方が「大阪狭山市か

らノーベル賞輩出プロジェクト」事業として協力してくださり、

平成 26 年から開催している事業です。

　世界の最先端の科学技術に触れることで、科学の素晴らし

さを実感し、興味を持ってもらうことを目的としています。今年

も下記の要領で開催いたしますので、奮ってご参加ください。

※参加費等、詳しくは市広報誌 7月号をご覧ください。主催：市立公民館　共催：社会教育センター　協力：ポチ倶楽部

★他  ダンス・体操・クラシックバレエ
大人バレエクラスがあります
見学・体験できます

ヨガ・ピラティス・ダンス

 大阪狭山市駅付近スタジオ内 

Studio With
動くヨガ・リラックスヨガ

●第１・３金曜日  19 時～ 20 時　
50 歳からのゆったりヨガとストレッチ

●第 3金曜日 13 時～ 14 時

筋力・プロポーション維持

●第 2・4木曜日  19 時 30 ～ 20 時 30

ヨガ・ピラティス・ダンスヨガ・ピラティス・ダンス

 大阪狭山市駅付近スタジオ内 

Studio With

http://studiowith.jp/
お問い合わせ : 越智　090-4273-4192

NEW→

ピラティス

ヨガ

大阪狭山市東野西 3-688-5
TEL 072-365-3030（代）
落合モータース

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

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

年齢：18歳以上～
　　　（普通免許所有者優遇）
日給：6,800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

〒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

ラバー・ダックin狭山池

株式会社

落合モータース
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〒

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

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

6/10
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

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

地域密着型介護老人福祉施設

寿里苑 花舞の郷

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

〒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/TEL.072-367-8711

さ
やま
ラウンド

SAYAMA ROU

ND

地域クラブ・団体紹介

　狭山コミュニティクラブには、バレーボールやグランドゴルフ
などいろいろなスポーツを楽しむ団体があります。
　今回取材したのはバレーボールを楽しむママさんのメンバー
で現在13名の方が在籍、30代から60代の元気な人たちでした。
練習は東小体育館で毎週土曜日午前9時～12時まで、北小体育
館では木曜日午後７時～９時までを利用しています。興味のあ
る方は参加しませんか。 　  

　月心会は己を見つめ心を磨く「心の空手」 親子の温かい絆をは
ぐくむ「親子空手」をめざしています。
親子で空手を通じて語り合う場づくり。 青少年の非行化防止と健
全育成。いじめられない強い子の育成礼儀作法の習得。東小の体
育館では3歳～70歳までの男女が参加しており有段者が各年代
ごとに指導している。この流派の空手の特徴は防具をつけ実戦の
試合をすることで他の流派との違いがある。
　活動日は毎週水曜日18：30～21：00、土曜日は18：00～21：00
まで。年少者は1、9：30まで。現在参加者は45名です。

問合せ：大石嘉光さん　072-292-8724

ママさんバレーボール狭山東チーム NPO法人琉球少林流空手道月心会

OSAKASAYAMA　ESC

　大阪狭山市立東小学校の運動場で
毎週土曜日の朝と夕方に楽しくハー
ドに練習をしています。 蹴る、止める、
運ぶ、そして楽しむ・・・基礎からしっ
かりと指導していき、初心者でも何時
でも体験にきてくださいとのこと。　
　フットサルの大会にも出場してい
ます。８人制だけでなく普段の練習
の成果を発揮するため近隣施設が開

催するフットサルの大会にも参加します。
　日曜日は午前中に大阪狭山市内各所で練習し
ています。現在参加メンバーは小学校1年～6年生
の52名です。また運営スタッフは5名です。

サッカー
大好きっ子集まれ！

※体験希望の方は、
mail：syoharu2004@gmail.comまで
氏名、学年を明記の上ご連絡ください。
URL：http://sayamaesc.sk4players.com/
問合せ：宮本さん

問合せ：谷村博子さん072-366-2297
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不整脈・狭心症・心筋梗塞・高血圧・
喘息・糖尿病等にも対応いたします。

身近な健康パートナー

【休診日】
木曜午前・土曜日午後・日曜祝日
往診、在宅診療もご相談ください。

〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-1-5
電話：072-366-0088 FAX：072-366-0087
URL:http://ozasa-clinic.byoinnavi.jp/pc/

Ozasa clinic

夜8時まで診療

人にやさしい環境を創造する

快適さを
トータル技術で

ご提案

〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-29-15

電気･空調･防災設備･設計
施工･総合保守点検業務

TEL.072-365-3277(代)
FAX.073-365-3233
http://ozakidensetsu.co.jp

●義援金の総合受付
　市役所1階4番窓口
　生活援護グループ
●募金箱の設置場所 
　市役所
　ニュータウン連絡所

平成28年熊本地震
災害義援金のお願い

くわしくは、市役所ホームページをご参照ください

狭山デルフィーノJr ホワイトベアーズフットボールクラブ（WBFC）

大阪狭山なぎなた連盟

　バレーボールの普及活動を目的に小学生男女及び中学生男
女を対象にボランティアスタッフが練習指導している。
　参加しているメンバーは小学生男女30名、中学生男女20名～
25名が参加しており練習場所は東小体育館のほか北小体育館や
狭山中体育館及び南小第一南小第三の体育館も利用している。
　「デルフィーノ」とはイタリア語で「イルカ」を意味します。自由だ
が厳しい自然を生きぬき、人間の心も癒すといいます。そのよう
な力がチームにも備わるように願いを込めて命名しています。6
年まえに結成され狭山中学校のOBメンバーを主体に運営されて
います。登録されているスタッフは17名いるがそれぞれ自分の時
間が取れる時にサポート参加しています。

問合せ：松木孝之さん

mail:nhkn.8256@docomo.ne.jp

URL:http://sayama-delfino-jr.blog.so-net.ne.jp/

　

月会費：幼稚園児は無料
小学生1～2年生は1,000円
3～6年生は1,500円。

6月30日まで

がんばれ
くまもん

　稽古は、基本を重視して打突・構え・振り
の反復練習を行っています。１対多数でな
ぎなたを振る八方振りは見ていて壮観で
す。長いなぎなたを体と共にさばいて打ち
込む姿は凛として見えました。
　メンバーは20代から60代の約10名で
日々汗を流しています。取材の日は三国ヶ丘
高校のクラブの参加もあり若い熱気であふ
れていました。

男女問わず小学校から大人までの
参加をお待ちしています。

活動日：毎週土曜日　東小学校体育館
 第1・3・5土曜日：午後3時-5時まで
 第2・4土曜日：午後4時-６時まで
問合せ：中池順子さん（072-365-1290）

　1986年、北小学校区で初めてのサッカーチームとして設立さ
れ、北小学校グランドで毎週日曜日の9時～13時(土日祝祭は不
定期)に練習しています。“サッカー大好き！”で自ら行動する人間
に育てることを目標に、子ども達だけでなく保護者もOBもスタッ
フも笑顔でサッカーボールを追えるような雰囲気を大切にして
います。
　また、「勝つ」という気持ちも大切ですが、試合の時は、敵味方
ではなく、同じサッカーを愛する者同士の対戦という尊敬(リスペ
クト)の精神で全力を出し切るように指導しています。世界中で最
も競技人口が多く、世界中の人と笑顔で仲間になれるサッカーを
始めませんか。

問合せ：松原さん　
MP:090-3920-1570
Mail:mattyama0718@gmail.com

診 療 時 間 月 火 水 木 金 土 日•祝
9：00～12：30

17：00～20：00
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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）　

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時鳥居前集合
第183回は、平成28年5月28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

　午後は、SAYAKAホールにて記念式典が開催され市民に
よる合唱や記念宣言などを織り交ぜ、来賓者の祝辞の他、
近隣市町村の首長からエールを頂きました。（写真3）
　市民から募った絵画を図案にした記念のフレーム切手の
原画展も開催され、トップ
入選の光沢治男氏が入選
者を代表して古川市長か
ら表彰を受けました。
（写真4）　　   （取材 荒川）

　去る2月27日、記念事業のオープニングイベントが、狭山池
公園とSAYAKAホールで行われました。
　さやか公園に近い狭山池東堤での植樹祭では、市民が桜
の木13本を植樹しました。（写真1）狭山池北堤では国史跡指
定記念碑の除幕式が行われ、古川照人市長が内外からの来
賓と共にロープを引きました。（写真2）

　狭山池の周遊路の工事が完了し、桟橋など美しくなりました。
池をウォーキングする人やペットの散歩など、普段、利用する方は
待ち遠しかった事でしょう。私の友人は利用する人が多いので、ど
のくらい工事が進んだとか、半分だけ道が先に解放されただとか、
逐一ネット等にあげるくらいでした。
　それなのに博物館へ足を運んだ事のある人が少ないのに最近
気付いて、時折、地域以外の友人を連れて行ったりします。意外性
があるのか喜ばれたりするので、皆さんにもお勧めしたいです。
よろしければ一度お試しくださいね。

編 集 後 記

情報部会　情報誌ワークグループ　寺世

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

狭山池築造1400年イベント地域の活動報告

　多頭飼育で保護され我が家へ

来た、テリアMIXのパク（♂）14歳

です。

　食べることと散歩が大好きで、

散歩は2時間行く時もあります♪

　周遊路の工事が終わり狭山池

に入れる様になり喜んでおります。

ペット自慢 N．Y

 地域の方からのおたより

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。

見本

（絵
柄は
変わ
りま
す）

狭山池築造1400年記念事業オープニングイベント

写真4

写真3

写真2写真1


