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ホームページアドレスが変わりました

昨年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。

●狭山池：給水塔

QRコード

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

開催日：平成27年3月15日（日）
会 場：SAYAKAホール〈小ホール〉
入場無料

校区地域文化
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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

●ゲスト出演
東小出身の世界的なハープ奏者：松村多嘉代氏

◎ステージの部
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オープニング
大阪狭山桜太鼓
〈和太鼓〉
よさこい華連
〈よさこい踊り〉
フラダンス「キラウェア」 〈フラダンス〉
ニライ・カナイ
〈唄三線〉
七田チャイルドテンダー教室〈合奏〉
MAMADAN
〈ダンス〉
楽楽カホン
〈パーカッション〉
履正スイミングクラブ OCEANS 〈チアダンス〉

※出演順及び、出演時間等は変更になる場合がございます。
当日のプログラムをご確認下さい。

ゲスト出演 松村多嘉代さん 〈ハープ演奏〉
カマカニフラスタジオ
〈子どもフラ〉
琴友会
〈大正琴〉
民謡 豊祥会
〈民謡〉
よさこい自由丘
〈よさこい踊り〉
さくらジュニアバンド
〈吹奏楽〉
ジョイフル
〈ゴスペル〉
T.D.S（Tomomi Dance Space）〈ヒップホップ〉
やさしいフラダンス
〈フラダンス〉
さやま空間 Sacred Flower 〈ベリーダンス〉
フィナーレ

◎展示の部
3月14・15日の二日間、小ホール<ホワイエ>にて地域のみなさまの作品の展示も行います。
絵画、写真、書道、手工芸品、華道などの作品を展示していただける方は、2月15日までに申し込みをしてください。
問い合わせ：狭山中学校区まちづくり円卓会議までメールで

INDEX

円卓会議概要

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。

E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
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第1回さやりんフェスティバルの開催
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平成２６年度

11月24日
（土）

平成26年10月17日
（金）

臨時総会開催

狭山中学校区まちづくり円卓会議 平成26年度臨時総会が、開催されました。委任状数45通、出席数61名で106名(構成員161人)の
過半数で臨時総会が成立しました。
平成27年度事業計画議案

各部会長より。

平成H26年度事業経過報告

●情報：情報誌年３回発行、講演会年３回開催

●情報：構成員から情報あれば取材にいきますのでお知らせ

●環境：環境美化と啓発事業

ください

●防犯防災：啓発事業と避難場所の確認

●環境：未入会の構成員から希望があれば申し出てほしい

●市民交流：第５回さやりんピック他

●防犯防災：啓発活動として防犯に関するチラシの配布します。

以上の計画案は３月議会後に確定される。
さやりんフェスティ

●市民交流：今回のさやりんピック(11月２日)について

バルについては第１回の３月15日実施結果をみて次回を検討

各部会報告後、会議等開催のお知らせをして臨時総会閉会とな

する。採決：出席者全員挙手

りました。

情報部会ご案内•報告
予告

第12回講演会ご案内

平成27年2月21日
（土）

（土）
とき：平成27年2月21日

「どうすれば英語ができるようになるか」

開場13：30 開演14：00~15：30

台湾生まれ。広島大学大学院英語教育

ところ：大阪府立狭山池博物館2Fホール

学専攻博士前期課程修了。ハワイ大学

講師：大阪府立大 准教授 稲垣 スーチンさん

言語学部修士課程修了。現在、大阪府
立大学高等教育推進機構准教授。専門

定員：100名（先着順・要予約）

は、英語教育（映画を利用した英語教

参加費：無料

育、多読を用いた英語教育、音読を取り

受付：1月30日から2月20日まで

入れた効果的指導法など）。現在は科

楽しんで英語が身につく学習方法の紹介です。

学研究費補助金基盤研究「日本の大学

1.日本人はなぜ英語が喋れないのか
講演の
！ 2.映画を使って英語を学ぶ
ポイントは
3.英語の効果的学習法

の英語授業における多読の読みの速
度に対する効果」の助成を受け研究中。

講師：稲垣スーチンさん

参加申込方法

携帯・スマホからは、右図の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

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。

PC

さ や まラウンド

Mobile

FAX

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

記入
要項

・代表者氏名・ふりがな・電話番号
・郵便番号・年代・参加者数

FAX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。

第１１回公演会報告「音タネまきコンサート」
音のタネまきコンサートをSAYAKA
ホール小ホールで開催しました。

音 タ ネ の ネ タ 音
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FAX.072-366-8545
平成26年12月6日
（土）

た。
「秘伝ラーメン体操」
ではちびっ子も舞台で楽しくおどりまし
た。アンコール曲「世界にひとつだけの花」を含め全部で15曲
を演奏、来場者と舞台が一体化した一日でした。

サートとなった今回の企画。音タネ一座

参加者は一般入場者とスタッフ（未来プランナー・スマイル・

とはメンバーが、それぞれ動物の着ぐる

スマイル・狭山中円卓メンバー）
と合わせると満席状態でした。

みを着てフォークギター・ベース・ドラ

参加者の内訳は狭山中学校区60％、その他市内20％、市外

ム・キーボード・エレキギター・パーカッ

20％の割合でした。

ション・ハーモニカ・ピアニカ・おどり・ボーカルなど多彩なメン
バーで構成されている音楽グループです。
音タネのテーマで始まったコンサート。3曲目の「パオーン」
ではスマイル・スマイルのメンバーが舞台で踊りを披露、11曲
目の「YMCA」
では円卓メンバーも振り付け付きでがんばりまし
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申込用QRコード

市民交流部会報告
平成26年第4回

今年のさやりんピックは、前日からの天候不順で判断し、急遽
さやか公園から東小学校に変更して開催することになりました。
会場が変わったことへの連絡など、参加団体への周知や模擬テ
ントの調整、会場変更によるプログラム変更もありましたが、会
場準備も整い体育館での行事がスタートしました。
ストライクア
ウトに挑戦やナイス！シュート、親子で輪投げ、大声コンテスト、
狭山中学校美術部による簡単クラフトづくり指導や狭山中学校
吹奏楽部による演奏も花をそえました。
その後は参加のみなさんでアメすくい競技や、パン食い競走
で楽しみました。当日の参加者は1,300名でした。2年連続での
天候不順で野外行事の難しさが課題です。

環境部会報告
環境部会活動の中には、幾つかの団体等への支援・協力を少

参加して、改めて「ゴミ」の多さに驚くとともに、排出に注意と

しでもさせていただく活動があります。大阪狭山市には、由緒あ

気配りの大切さを痛感しています。今後の部会活動に少しでも

る
「狭山池」の環境を守る為に活動している狭山池まつり実行委

参考にしたいと思います。

環境部会

渡辺

員会による池周辺の清掃活動「クリーンアクション」があります。
昨年の11月から今年の１月にかけて、狭山池の底泥や水質の
状況調査実施のため「池干し」が実施される事に伴い、大々的に
周辺の清掃作業が行われ、私たち環境部会としても、一人でも
多くの方に参加いただきたいと、関係者への呼びかけ等を行
い、微力ですが、各月数名の参加協力をさせていただきました。

防犯防災部会報告
防犯防災部会では、今年度の啓発事業の１つとして、年

犯罪のないまちを

の瀬に向けまして防犯に関するチラシ及びポスターを作成
致しました。
12月６日
（土）SAYAKAホールで開催した公演会に参加さ
れた市民の皆様に配布しました。

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

リ ウ マ チ 科

青葉丘病院 「さくら会病院」へ

整

科

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

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

併設

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

外

リハビリテーション科

診療科目

TEL

形

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

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。

休診 : 日･祝日･木･ 土曜午後
池尻自由丘 1-3-24
TEL 072-366-1061
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地域の保育園•幼稚園紹介

社会福祉法人光久福祉会

池尻保育園

昭和56年に創設された池尻保育園は、池尻中地区にあり
くじらのドームが目印です。
0歳児から5歳児、現在142名が毎日元気いっぱい過ごして
います。
「明るく元気な子」
「友だちと仲良くする子」
「自分のことは

アジの3枚おろし

さつまいもほり

社会福祉法人光久福祉会

きらり保育園

月に大阪狭山市立第一保育所
より民間移管されました。現在
０歳児から５歳児まで176名の
子ども達が毎日元気に過ごして

います。

性を持った子どもに育つように保育にあたっています。
また、
地域子育て支援センター
「わんぱくプラザ」
として、
地域の子育て支援や育児相談も随時応じています。

3時のおやつ

カレー作り

空豆むき

キ・ハラハラ・ハッとしたり・ホッとし
たり）
ができるよう、人とのかかわりを
大切にしながら日々保育にあたって
います。
毎月の行事の中では、
テニス教室や

消防署見学

絵本の読み聞かせなどでボランティアの方に来ていただき、
年２回老人会のお年寄りの方とも遊びを通して交流を深め
また日中は、地域の子ども達の遊び場として、常時園庭を

う、つなごう」を保育理念に掲げ、
「心が動く経験」
（ワクワク・ドキド

共に、
たくましい表現活動をとおして創造性ゆたかな人間

ています。

「心をこめよう、
みがこう、
つくそ
保育の中で子どもたちがたくさん

を経験させ、
基本的生活習慣と正しい社会的態度を養うと

餅つき大会

きらり保育園は、平成18年４

さつまいもほり

自分でする子」
「よく考える子」
を保育目標とし、
集団の生活

開放しています。保育園ってどんなところ？ 育児の悩み等
カレー作り

社会福祉法人金剛朋友会 ルンビニ保育園

気軽に訪ねてきてもらえるよう地域に開かれた保育園として
の役割を果たしていきたいと思います。

い、年少児は年長児に憧れ、近い将来の自分の姿を重ね

開園以来、
「 丈夫な体・

ることで見通しをもって日々の活動に取り組んでいます。

挑戦する意欲・思いやり

乳幼児期の保育・教育により培われる心と体、基本的

の心を育む保育」を保育

生活習慣の確立は、将来にわたる人格形成の基礎であり

目標に、
「食べる・寝る・遊

最も大切な時期です。今後も保護者・地域の皆様と手を

ぶ」
を大切に、行事中心で

携えて、微力を尽くしたいと思います。

はなく、毎日の生活を通し

ご支援ご協力をお願い申し上げます。

て子ども達の成長を促すよう心掛けています。
また、異年齢混合保育の中で年長児が年少児を気遣

3

平成18年4月 開園

大阪狭山市立東幼稚園

大阪狭山市立東野幼稚園

東幼稚園は、狭山池のそばにあり、四

明るい65名が過ごす

季折々の風と水など、
自然の息吹が肌で

東野幼稚園は「しなやか

感じられる幼稚園です。豊かな木々の生

な心と体」の育成に、苦

い茂る広い園庭で子ども達がのびのび

手意識を持たず誰でも

育っています。

できる
「散歩」
と
「ぞうきんがけ」
を昨年度から積極

東幼稚園は、市内幼稚園の中でも一番園児数が多く、126名

的に取り入れています。

の子ども達が友達とたくさん遊び、本物の体験をし、活気にあふ

散歩を通して、様々な公園・施設を訪れるうちに

れている幼稚園です。狭山中学校区内（東・北小通学区域）の広

地域への愛着が増してきました。
また、
なかなか進

い範囲から毎日元気に登園し、友達同士が認め合い励まし合い

まなかった雑巾がけも2学期にはいると競争でき

ながら共に生活しています。

るくらい上手になってきました。体力増進はもちろ

公共施設にも恵まれ、市役所・狭山池博物館・消防署見学・公
共の乗り物を利用して、公民館などの社会見学も積極的に行い、

ん、折れないしなやかな心も育っています。

散歩や見学を通して出会いや交流を大切に、地域に根ざした幼
稚園でありたいと願っています。

先日は、狭山中学校の保育体験授業の

一環で、狭山中学校の生徒さんと一緒に
遊びました。

地域クラブ・団体紹介

大阪狭山混声合唱団
皆さんこんにちは。私た

私たちは、地域の皆様に合唱の魅力を伝えようと、２年に１度

ち大阪狭山混声合唱団

の定期演奏会をはじめ、毎年開催される、大阪府合唱連盟主催の

通称「さやこん」は、狭山町

合唱祭、市合唱連盟の合唱祭への参加と、市内各小学校・中学校

が市制施行により大阪狭

への訪問演奏活動を行っています。
また一昨年、少年少女合唱団

山市になり、記念に創立さ

を立ち上げ、子どもたちと共に定期演奏会に向け練習を重ねてい

れた大阪狭山市文化会館

ます。定期演奏会へ是非ご来場ください。

「SAYAKAホール」の杮落しで、ベートーヴェン交響曲第9番・合唱

「さやこん」は、
月3回 土曜日18時30分より、大野台のコミュニテ

付きの演奏会があり、その時に集まった合唱団を中心メンバーと

ィーセンター音楽室で練習をしています。一度見学に来てみませ

して、平成７年１月に結成しました。そしてこの度20年を迎えるこ

んか。

とになりました。現在団員は86名。5月にSAYAKAホール・大ホール

■問い合わせ

で開かれる記念の第9回定期演奏会に向け練習中です。

OCHIAI

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

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

クラシックバレエ•ヒップホップ

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

入会随時募集!

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

さやま車検センター

電気設備工事
設計施工

団長:塚田徹郎090-2614-0112

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

☎ 072-366-3778
FAX 072-366-9234

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
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地域の活動報告

各所夏祭り

明日香村モニタリングツアーの実施
わが国文化の源流、奈良県

平成26年11月20日
（木）
旅となりました。

明日香村への「飛鳥路」探訪

そして健康福祉センターで分刻みの忙しい日程の中で奈良県

ツアーが、末永雅雄博士顕彰

立橿原考古学研究所所長 菅谷文則氏からの明日香と末永博士

事業実行委員会主催で実施

にまつわる逸話・エピソードを交えた大変意義深い特別講演を

されました。

いただきました。

末永博士は、少年時代から

参加者一同、今回の事業が契機となり、明日香村と大阪狭山市

狭山池周辺に出土する土器などに大変興味を持ち、後に我が国

のつながりをより一層強固なものにするべく
「人・ゆめ・ロマン

初めて考古学関係で文化勲章を受章された郷土の誇る偉人で

狭山池築造1400年」イベントに先駆け、文化・観光交流を推進す

大阪狭山市の名誉市民第一号の方です。

る一助になればとの思いを強く致しました。

昨年８月博士の没後25周年記念事業として発起されて以来、
明日香村との交流事業が始まり、その一貫として今回 明日香方
面への探訪の運びとなりました。現地では、専門のボランティア
ガイドが、参加者53名を二班に分けて甘樫丘での眺望、飛鳥寺
での講話、石舞台古墳・高松塚古墳を巡り、当時に思いを馳せる

狭山北カーニバル

平成26年10月25日
（土）

東池尻地区防災訓練

平成26年11月20日
（木）

東池尻地区自主防災会主催
の 防 災 訓 練 が 実 施されまし
た。当日は晴天に恵まれ、地域
住民250余名と地域の企業の
参加がありました。
日本各地で頻発する地震発
地域恒例の狭山北カーニバルが開催されました。天候にも恵
まれ北小学校には早朝から準備のスタッフを含めて500名を超
える子ども・保護者のみなさんが参加されました。

生の状況を受けて、参加者は誘導・消火・救護などの諸訓練に
真剣に参加していました。改めて地域防災の大切さが確認され
ました。

運動場ではキックターゲット、
スーパーボールすくいなどの順
番を待つ子どもたちの元気な姿。体育館では狭山中学校吹奏楽
部の素晴らしい演奏とビンゴゲームを楽しんでいました。
今回の狭山北カーニバル、子どもの健やかな成長を願う保護
者、学校、地域のネットワークの広がりを実感しました。
（Ｙ）

男女警備スタッフ募集

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
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そんな あなたを待っています
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。

（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

-12-

-狭山遊園ハイツ自治会-

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は狭山遊園ハイツ自治会の紹介です。
（次回はグランドハイツ自治会の予定です）

概

要

当ハイツは、西に南海高野線が走り、北に東除川、東に新池に面しており大阪狭山市駅にも近く、小中学
校・スーパー・病院も近くにあり、通学・通勤・買い物など生活に便利な環境にあります。建設から40年余り
になり、１棟〜６棟からなります。建設当初は、若い世代や子供が多く居住していましたが現在は高齢化
が進んでいます。当自治会役員(11名)は、管理組合の役員も兼任しており、区分所有者と賃貸者を合わせ
て250世帯の中から選ばれます。

役

員

会長１名、副会長１名、会計２名、書記２名、防犯３名、総務、監事等に加え自治会活動協力者として各階
に１名の階段世話役(役員は兼任)がいます。他に民生児童委員１名、地区福祉委員、地区防犯委員

構

成

加入世帯数

230

(空き家20)

活

動

役員会月１回・定期総会年１回・臨時役員会随時・年末夜警12月・消防訓練５月・市内一斉掃除５月
地区福祉関係：赤い羽根・歳末助け合い・緑の募金活動・ふれあい祭り・地域清掃年２回
青葉病院地区連絡協議会・敬老の日の記念品贈呈

今

後

建物も含め災害への対応と検討(自主防災組織等)

遊園ハイツ集会所

狭山地区ふれあい広場にて

消防訓練

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166回は、平成27年2月28日（土）
地域密着型介護老人福祉施設

寿 里苑 花 舞 の 郷

・・

カラダかる〜くなります・

®

なるほど…納得。
きれいを実証する。

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
至北野田

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

ヤマノでキレイ、始めませんか？

山野愛子どろんこ体験エステ
(60分)

エステティシャン

2160yen!!

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

コイン
パーキング
〒

大阪狭山市東野西 2-787-1

072-365-1870

〒589-0005 大阪狭山市狭山 1 丁目 2355-8
TEL
花舞の郷ケアプランセンターは平成 24 年 4 月
URL： http://doronko-atorie-u.on.omisenomikata.jp/
新たに「大阪狭山市駅前」に移転しました。

■狭山ニュータウン コノミヤ前
☎072-366-3733
■金剛銀座街
☎0721-29-2565

一方通行

●

●交番

タバコ

●消防署

生徒募集中！

山野愛子どろんこ美容大阪狭山市店(有)アトリエU

山市駅
大阪狭

介護サービスのことなら

自転車置場

十字堂薬局

「泥」と「琥珀」で世界基準へ！

●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︶

ヤマノの確信。

経絡リンパマッサージ

3/31
まで
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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

「狭山検定」
を超えて（その6）

さやま検定ス―パー博士号のAさん

狭山池の堤防と同じ敷葉工法で

には竹で編んだ2頭の大きな

作られた大韓民国の碧骨堤（ピョッ

龍の像がシンボルとしてそび

コルチェ）は、
さやま検定にも出題さ

えている
（写真3）。
また、昨年で第16回になる

れたことがある。
写真1

それはソウル市から南へ直線距

写真3

「地平線祝祭」を毎年10月に

離で約200km、釜山市からも西北西へ約200kmの全羅北道の金

開催するなど碧骨堤のPRに努力していて、
この地に建設さ

堤市（Gimje）にあり、堤の近くに「碧骨塔」
と刻まれた大きな石碑

れた「碧骨堤農耕文化博物館」では文化遺産の保存と公開
展示にも力を入れている。

（写真1）が目につく。堤は水田地帯の中を約3kmにわたってのび、

一方では将来の農業推進の教育施設も建設されていて、

5ケ所に水門があったようで、その内の1つである長生渠は公園内

その施設に作られた展望台からは四方に広がる穀倉地帯が

に復元されている
（写真2）。
しかし、
ここ数年発掘調査が続いてい
るようで、4世紀に築造されたという

一望できる（写真4）など、観光

碧骨堤の全貌が明らかになるのを

をも兼ね備えたこれらの施設

期待したい。

を見ると、金堤市の産業に対す
る意気込みが感じられる。

金堤市では市民の憩いの場にと
碧骨堤周辺を公園にしていて、そこ

写真2

写真4

狭山池で地引き網

12月27日
（土）

ペット自慢

Ｋ．
Ｔ

昨年の秋11月から、私たち市民のシンボルとも言える
「狭山池」で、何年振りかといわれる、池底の実態調査を
大阪府管理の下で実施されている事を、ご存知の方は
多いと思います。
調査の為に水位を５メートル程下げた状態の池で、12
月27日（土）に池の生態調査を目的に、大阪府富田林土
木事務所が、地元の富田林高校の協力を得て、
「地引き網」を引くという珍しい催しが有りま
した。大阪府都市整備部河川整備課の笹本技師の話では、高校で科学関連を学ぶ生徒中心
に20名程が、引き手として駆けつけてくれてありがたいとの事でした。
春を思わせる様な好天の下、狭山の若者の応援も得て、総勢30名程の若者が、左右二列

愛犬は10歳のキャバリア。体は小さい

に分かれ「ホーエ」の掛け声を掛けながら、ゆっくり網を引き上げると、全長70㎝程の大きな

けど名前はマックスです。

真鯉や最近では、見る機会の少ないモロコもわずかですが引き上げられました。

当時小学生の息子が名付け親。風貌と

当日、行われた「クリーンアクション」を終えて、見物に集まった人達も交えて大きな歓声

のギャップに良く笑われました。

が、あちこちで聞こえて楽しいひと時でした。素晴らしい歴史を持つ狭山池が、いつまでも美

私と一緒に掃除してるつもりなのでし

しい楽しい憩いの場である事を願いたいと思います。

ょう、秋深しです。

編集後記

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

この秋も地域ではさまざまな催しが企画され多くの人の参加

めスポット、こんな人物を発見したなど、いずれも写真と

でにぎわいました。
さやりんピック、狭山北カーニバル、ふれあい

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。

す）
見本
りま
変わ
は

柄
（絵

12月６日サヤカ小ホールで開催された「音のタネまきコンサ
ート」会場では子どもから大人まで、共に歌い踊りを楽しみ笑顔
がいっぱいでした。
これからもこの情報誌を通し地域のさまざま
な楽しい企画を届けていきたいと思います。

但し、運営委員の方は対象外です。

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

広場、健康ウオーキングなど……。

さやまラウンド
（SAYAMA ROUND）

E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net

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

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）

（山野彰）

