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参加者
募集

第21回講演会『「暮らしやすさ」はみんなで創る』 平成30年1月20日（土）

〜社会の課題は自分達で主体に解決できる〜
日々の暮らしの中で感じる
「困ったな」や「もっとこ
うだったらいいのに」を。
講師：深尾昌峰さん
龍谷大学 政策学部 准教授
公益財団法人京都地域創造基金理事長

私たちで解決できるかを
聞きます。

●日時：平成30年1月20日（土）
開場：午後1時30分

●申込方法：ホームページまたはE-mail・FAX、往復ハガキで
下記8項目を記入の上、狭山中学校区まちづくり円卓会議
事務局までお申し込みください。

講演：午後2時〜3時30分

●会場：SAYAKAホール ２階 大会議室
●定員：80名

①申込講座名

②お名前（ふりがな） ⑤住所

先着順

③電話番号

●参加費：無料（但し要予約）
●受

参加申込方法

PC

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。
Mobile
FAX

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

⑧参加人数

⑥メールアドレス

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「狭山中学校区まちづくり
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

携帯電話・スマートフォンからは、右のＱＲコードを
読取りE-mailで上記内容をご記入頂きお申込みくだ
さい。
E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
FAXからは上記内容をご記入いただき
右記番号にお送りください。

INDEX

円卓会議概要

ます。
ラウンドはRound table（円卓）から取っています。

⑦年齢（年代でも可）

＊定員に達し受け入れできない場合は申込者に連絡します。
余裕がある場合は当日受付もできます。

付：12月20日から定員に達するまで

さ や まラウンド

④郵便番号

申込用QRコード

FAX.072-366-8545
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10月24日
（火）

臨時総会開催

来年度の予算化のため市役所３階の会議室で開催されました。
出席者・委任状の総数により総会成立要件を満たし例年どおり
決議されました。
第１議案→各部会の平成30年事業計画
第２号事案は規約の改定→第５条４-（5）事務局長を追記
第８条２項→部会には運営委員２名以上が参加し１名が部会長に
どちらの議案も出席者の全員が承認しました。

環境部会報告

東除川河川清掃を実施

12月2日
（土）

天気にも恵まれて渡辺部会長の挨拶で作業が、開始され
ました。大阪府からは、河川清掃の専用車も配置され川底
周辺の草木などの搬出には便利になりました。
この日は円卓メンバー18名と狭山中学校職員と府・市の
職員の総勢33名の方が参加されました。約90分の作業でし

部会報告

福祉教育部会

●清掃後

●河川清掃の専用車による作業

たが年１回の作業が順調におわりました。

11月29日
（水）

第2回講演会報告
福祉教育部会2回目の講演

活かされたわかりやすいお話に、子育て中のお母さん

会となります「身近な子ども

や保育関係者の方々は、多くの気づきや知識を得てい

への理解とかかわりについて

ただいたと思います。

− 幼 児 期 を 中 心 に − 」を 、

子どもたちの様子や行動には気になるしぐさや

SAYAKAホール大会議室に

言葉がありますが、それには理由がある事がわかり、

て、臨床心理士の藤原瑞穂先

それを理解して成長を見守ることが、より自分らしく

生をお招きして行いました。臨床心理士として乳幼児期の発達相

成長する力を発揮する事を教えていただきました。

談や保育園・学童保育等の巡回相談などに従事されている経験を
医療法人 恒昭会

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

青葉丘病院

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
親子の関係

医療の現場で、やり直せない親
子関係に立ち会うことがありま
す。
お互いが頑なである場合、相手
（親、子供）に変わってほしいと願
うよりも、
まず自分から一歩、
歩み

診療科目

寄ってはいかがでしょうか。

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
社会医療法人 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

TEL

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
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人の心を変えることはできませ
ん。
自分の心を見つめ直すことは、
何歳になってもできることです。

〒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

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

Ozasa clinic

身近な健康パートナー
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。
夜8時まで診療
診 療 時 間

月 火

水

木

金

土 日•祝

9：00〜12：30
17：00〜20：00

【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/

市民交流部 さやりんピック開催
さやか公園で、狭山中学校区まちづくり円卓会議主催の
第７回さやりんピックが開催されました。今年は大阪狭山市
市制施行30周年記念事業として実施しました。

11月12日
（日）
繰り広げられました。
昼からは狭山中学校吹奏楽部と狭山音頭保存会合同での
さやま音頭のジョイントでは、大きな輪で華やかに踊りまし

天候にもめぐまれて開会式から準備体操・担架作成競争・

た。大声コンテスト・パン食い競争もあり、恒例の玉入れで

アメすくい 競 争 など。子どもたちも家 族と元 気 に競 技 に

は、子どもの部は東小学校6年生のチームが優勝、大人の部

参加していました。そのあとは防災訓練を兼ねた水バケツ

では中学生チームも3チーム参加、狭山中PTAチームが優勝

リレ ーゲ ームで、1 チームが 1 6 人で 2 組 づ つ 対 抗し水 バ

しました。閉会式でお菓子のトロフィーを山村委員長から

ケツをリレ ー。あわてて水をこぼしたりの 楽しい 競 争 が

授与されました。参加者は2,850名でした.

情報部会報告

第20回講演会「くすりの正しい使い方」

11月18日
（土）

薬剤師の柚本アキ子さんを講師にお迎えしてSAYAKAホ

２種類以上の薬を同時服用する場合の注意すべき相互

ールの大会議室で「くすりの正しい使い方」の講演会を開催

作用の問題やお薬と食べ物にも相互作用があること。薬と

しました。

上手に付き合うためには

70歳80歳と年齢を重ねるにしたがい薬の服用が多くなり

ご自分が飲んでいる薬や

ます。若い人とちがって注意しなければならないことも増え

サプリメントなどの情報

ます。高齢者が薬を服用する際なぜ副作用が増えるのか、

を知ることが必要です。当

また防ぐためにはどのようなことを注意しなければならな

日参加された方は70名

いかなど聞きました。

ほどで校区内64％、校区
外36％の方でした。
・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

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
電気･空調･防災設備･設計
施工･総合保守点検業務

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

http://ozakidensetsu.co.jp

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

〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-29-15

TEL.072-365-3277(代)
FAX.073-365-3233

さやま車検センター

電気設備工事
設計施工

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

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

☎ 072-366-3778
FAX 072-366-9234
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市民交流部会

さやりんピック事業

平成23年10月に校区内の世代間・地域間の親睦と交流

種目は参加者にも大人気です。また模擬店ブースも地域の

を図りながら地域住民のコミュニティづくりを進める目的で

団体が手作りのお店を出店され大いに賑わい団体間の交流

始まった市民手作りの市民運動会です。当初、
狭山水みらい

にも一役買っています。

センターで開催してましたが、
３年目からは「さやか公園」に

この事業は市民交流部会が中心となって企画し、
さやま

移しました。地域の教育関係者の団体である地域協議会と

ラウンドの構成員、
地域協議会メンバーがスタッフとなり盛り

の共催事業として拡大されてきました。

上げてきました。雨に悩まされて、急遽会場を東小学校に

昨今では毎年秋に開催される『さやりんピック』
として認

移して開催したこともありました。8回目となる来年度は内容

識されるようになり多くの市民が集い楽しい一日を過ごして

などを再検討し、
より多くの市民が集えるイベントにしていき

います。運動会の競技種目は、
担架作成や水バケツリレーなど

たいと考えていますので、是非みなさまのアイデアをお寄せ

防災の要素を取り入れた種目もあり、
趣向を凝らした楽しい

ください。

地域文化祭事業

さやりんフェスティバル

さやまラ
7年間の
次回の
さやりんフェステバルは
平成３０年５月13日です
詳細が、決まりましたら
ホームページ等でお知らせします。

当事業はさやまラウンドの設立当初から少し遅れて３年

今年４月にも舞台では２０団体が参加し、
プロなみのグ

目に部会としてではなく、
全体事業として発足しました。狭

ループも多々あり、
またホール入り口のホワイエでは個人

山地域を中心に活動している団体やグループや地域市民

（１５人）の出し物でいっぱいで普段は隠れていた才能に

の人達で成り立っています。
舞台では音楽演奏・舞踊・ダンス等を発表し、
個人では

観覧する側も知人でいっぱいでした。なお昨年は、
NHKの

絵画・書道・写真・手工芸品・陶芸品などを展示しています。

動画サイトに「１００万人の花が咲く」の合唱を投稿して

日頃、
練習や活動している方々の成果発表が目的とバネに

採用されNHKの番組でも紹介されました。勿論無料です

なり、
益々向上を目指すためにも年１度４月に「さやりんフ

ので観覧だけでも見る価値があります。

エステイバル」
と題してさやかホールで開催してきました。
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びっくりでした。中には発表する側や展示する側それを

情報部会

狭山中学校区情報ネットワーク事業

情報部会は情報誌を発行するための取材・編集・割付などの班と

また講演会は年3回開催してきまし現在20回目までの講演会を開

講演会を開催するための企画立案する班とホームページなどSNS

催しました。皆様に役に立つ内容も多く、参加した人からは「こんな

を発信するメンバーにより運営されています。

近くでいい話を無料で聞くことが出来るのはありがたい」等の感謝と

情報誌も年3回の発行で今年で21号になります。地域の情報を

喜びの声を聞きました。

取るための数年は特別チームで外部委託なども試みましたが現在は
原稿を自分達でどんな特集をするか企画しで自分達で取材に出るこ
とがおおくなりました。狭山中学校区のいろいろな出来事やイベン
ト、
他に地域での活動グループの取材などを通じて狭山のことがよく
わかります。人に伝える事の難しさや、
伝えて喜んでもらえる事もあ
ります。もっと多くの方が情報部会に入って頂ければ狭山中学校区
の情報が集まってきます。

ラウンド
の活動

情報誌

環境部会

ホームページ

校区内地域美化活動事業

さやま地域を流れる河川流域を年2回清掃して
います。5月に第一幹線水路、12月頃に東除川

ウインチなどが準備され、
集まったみんなが力を
合わせて、
わいわい、
がやがやとやっています。
お互いに協力し合う喜びや連帯感が生まれ

流域です。
大がかりな場所なので普段は手付かずの状態

終了時には体を動かした後の爽快感に浸り、
みな

です。そして市職員・府職員とさやまラウンドの

さんとの歓談も楽しみの一つです。また地域の

構成員メンバーを合わせて20〜30人があつまり

美化の啓発看板の設置なども行っています。

作業をしています。十分な清掃用具、小道具や

福祉教育部会

福祉と教育の補助充実事業

福 祉 教 育 部 会は、福 祉と教 育の補 助
充実を目的として平成27年7月に設立さ

見学しました。
講演会も「子ども心の読み取り術」と
題して上島医院の渥美正彦先生を、
「身近

れました。
子どものセーフティネットの 構 築や、

な子どもへの理解とかかわりについて−幼

孤立した高齢者の方々を地域に結び付け

児期を中心に−」と題して臨床心理士の

るために出来る事などを話し合っていま

藤原瑞穂先生をお招きして行いました。

す。約2年半と活動期間は浅いのですが、

部会では共に活動して頂ける方を募集

市民研修会の「学びに行こ会」を2回開催

しております。ご協力頂けます方は、
裏表紙

し、
講演会も2回開催する事が出来ました。

の円卓会議事務所までご連絡ください。

「学びに行こ会」は、
研修先として「阪神
淡路大震災記念

人と防災未来センタ

ー」
「神戸震災メモリアルパーク」
「津波高
潮ステーション」
「 大 阪 歴 史 博 物 館 」を
写真提供：水野 剛志さん

4

AM

ND

さ

SA
Y

まラウン
ド

や

A RO

U

地域の活動報告
市制３０周年記念特別局運用開始

10月1日(日)
内に大阪狭山市をPRします。
アマチュア無線は無線を通じて
交信を楽しむほか、災害時にも活躍できることから市の総合
防災訓練にも参加しています。
昨 年 は 、狭 山 池 築 造 1 4 0 0 年 記 念として 特 別 記 念 局
「8J3SP」の運用をし、12,143局との交信を通じて狭山池1400
年記念をPRしました。当クラブはSAYAKAホール開所と同じ
1994年11月より活動、現
在47名のメンバーが活
動しています。無線局の

10月1日
（日）午前9時30分から、SAYAKAホール1階の無線

設備も昨年新しくなりま

室にある「大阪狭山ラジオクラブ」は大阪狭山市市制30周年

した。メンバーの平均年

を記念して特別局コールサイン「8J30OS」の運用を開始しま

齢が高いので若いメン

した。平成30年3月31日までの特別運営局で、広く全世界と国

バーの募集しています。

見つけた！秋のスポット

狭山池のすすき

どんぐり拾い

夕暮れの狭山池，風に

金剛の地域にある
「ひつ池公園」、午後2時ごろ、10月初旬

そよぐススキの茎の先

で青空の下、6歳の男の子と４歳の女の子のきょうだいが母

端には20〜22本の穂が

親の見守る中で公園の木々から落ちていたどんぐりの実を

箒状に広がっていて、そ

拾っていた。そこへ緑色

の内、5本の穂にくっつ

をした 背負い バッタの

いて咲く小花がちらほら

親子の昆虫が飛び込ん

見 えたら「スス キ の 開

で来て、2人は大はしゃ

花」
と云い、その2ヶ月後に冬が到来するといわれている。

ぎ、甲高い声を出して賑

この日は10月4日で、お月見のすすきを取りに行った。
スス

わっていた。高齢化の街

キの開花が始まっていた。人知れず、
こっそり咲くススキにも

には心温まる自然です。

生態系の自然のリズムがあった。

なるほど…納得。

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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きれいを実証する。

男女警備スタッフ募集

未経験だから？
そんな あなたを待っています
年齢：18 歳以上〜

（普通免許所有者優遇）

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
☎0721-29-2565

日給：7,100 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）

だんじり試験曳

狭山のだんじり祭り

10月1日(日)

10月1日、日曜日の昼下がりに大阪狭山市駅から金剛へ

10月14日(土)

しばらく秋の好天が続いていたのに、あいにくこの日も

向かう住宅街を地車が道行していた。

予想通り雨模様でした。

本番さながらの祭りの装いをした大人たちが道案内や誘

午前10時、幾つもの地車が狭山神社の境内に入っていき

導をしており、大人に見守られて、大勢の若者が地車を取り

ました。大きな歌声と鐘のたたく音がどんよりとした空を

囲んで動かしていて、その上では威勢よく鐘をたたき、それ

打ち払うかのように響いた、そして集まった人たちに元気と

に合わせて大きな歌声がとどろき響いていた。地車の提灯

力強さを与えています。老若男女や子供達でいっぱいになり、

が今まで使っていた赤色から白色に取り代えられていた。

中にはカメラや携帯電話で写真を撮っている人もいました。

その日は本番に備えての試験曳きとの事でしたが、近隣

次の日の15日も早朝から小雨がふり、大きなビニールを

の家の窓から覘いて見る人、ついでに地車に後追いする人

被った地車やレインコート姿の大人達が悪天候の中で頑張

で、多くの人々が若者から元気をもらっていた。

っている姿を見て感謝と感動でした。

10月29日
（日）

さやま池ハロウィンが台風のため中止
市内３つの円卓会議が市制施行30周
年の記念の記念事業として合同行事を

習の成果を発表することが出来ました。

予定していましたが、台風の接近で急遽

当日行事は中止になったものの、3円
卓の相互理解と結束が促進され有意義

中止の判断をするとこになりました。

台風で中止になりました

急遽ミニハロウィンを公民館で開催。練

当日は予想通り暴風と大雨になり開催

な10ヶ月間となりました。次年度チャレ

準備も整い、いざというときに残念でし

ンジする団体があれば応援いたします。

た。
しかしながら、各小学校ではワーク
ショップを行い、中止が決まった次の日

地域密着型介護老人福祉施設

寿里 苑 花舞の郷

德竹歯科医院

・・

カラダかる〜くなります・

さなえ

一般歯科 / 予防歯科 /
歯科検診 / 訪問歯科・往診

経絡リンパマッサージ

十字堂薬局

ホームヘルプサービス

さなえホームヘルプサービス

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

社会福祉法人 博光福祉会
589-0004 大阪狭山市東池尻 4-1336-1
〒589-0005 大阪狭山市狭山 1 丁目 2355-8
TEL：072-367-4187

FAX：072-368-8777

●駐車場（８台）
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:30 〜12:30
15:00 〜19:00

休診日/木曜日・日曜・祝祭日

東池尻 5 丁目 1298-4

Tel072-368-3246

さなえケアプランセンター

山市駅
大阪狭

介護サービスのことなら

居宅介護支援事業所

0 7 2 - 3 6 0 - 3 7 3 7
普段の生活で何かお困りの事ありませんか？
経験豊富な介護ヘルパーが丁寧にご対応させて頂きます。
訪問介護やケアプラン作成等、お気軽にご相談下さい。

〒

一方通行

〒589-0005 大阪狭山市狭山 1-2351-1

●

●交番

タバコ

●消防署

●紀陽銀行

P

●市役所

至金剛

登録ヘルパー随時募集中
株式会社サナエ企画

自転車置場

十字堂薬局

0 7 2 - 3 6 0 - 3 8 3 8

＊お車でお越しの方は駐車場が
あります十字堂薬局の看板の所
に駐車ください︒

訪問介護事業所

☎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

施術時間

60 分

約

お試しチケット
通常￥5,000 を

半額

￥2,500

1/26

まで

6

地域の方からのおたより
狭山レークハイツの
「いきいきサロン」
狭山福祉委員会からの支援を受けて、

りで仕上げていました。思い思いの布を

福祉事業の一環、地域コミュ二テイネッ

糸と針を使って真剣に縫う人、中には男

トワークづくりとして、
「いきいきサロン」

性もいて「子供の頃、学校では雑布を縫

が長年続いています。レークハイツで

ったよ。」

は、毎月テーマを決めて、第2土曜日の午
後2時間開催されています。
10月は「テッシュカバーづくり」を手作

桜まつり〜冬〜大阪狭山イルミネーション開催中

早 め に 出 来 た 人 は 達 成 感で 笑 顔 。
ひとときの 童 心 に 返った 皆さん の 顔
が素敵でした。

円卓事業に参加されませんか
さやりんピック・さやりんフェステバル・講演会・情報誌の発行などの
運営にたずさわるメンバーを募集しています。定年退職した方、子育て
に一段落したなどで余裕が生じた方、心ある方たちのお力をぜひ円卓
事業へお貸し下さい。地域に役立つボランティアですが、
ご自分にとっ
ても新しい人間関係が生まれ健康維持にもつながります。今のチャン
スをきっかけにお考え下さい。
例えば、●パソコン・イベント企画に関心がある方、●地域の出来事
を取材したり講演会に関心がある方●環境美化に関心がある方●運
営管理、事務が出来る方●福祉教育に興味がある方
私達も素人集団ですので一緒にやっていきましょう。お気軽に入会申
込をして下さい。
お申込方法

今年も狭山池北堤の桜並木がイルミネーションで
彩られています。約５万球のＬＥＤが夜に浮かぶ幻
想的な光の華を咲かせています。
期間：2017年11月01日〜2018年01月27日
夕暮れから午後10時まで

ご自身の連絡先（住所、氏名、電話、E-mail）を記入の上
◆Fax：072-366-8545
◆E-mail：sayamaround@sayamachuentaku.net
まで、
ご連絡ください

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 時鳥居前集合
8月は、毎年恒例
狭山池博物館水庭の清掃

第203回は、平成29年12月23日（土）
編集後記

地域のホット情報を募集してます

大阪マラソン走ってきました。近年、
アンチエイジングやメタボリ

例えば、赤ちゃん自慢、ペット自慢、おもしろ動物、おすす

ック関心も深まってか少数派では、あるものの市民ランナーが増え

めスポット、こんな人物を発見したなど、いずれも写真と

つつあります。

コメントを添えて、E-mail 又は Fax でご応募下さい。

レース当日の南海電車はほぼランナーで埋め尽くされ驚きまし

お便り採用の方にクオカード 500 円

た。
レース日和でしたが、薄着で長時間走ってるのですから走らな

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。

見本 ます）
わり
は変

柄
（絵

いました。
日中のお散歩お勧めです。

事務所

狭山中学校区まちづくり円卓会議
大阪狭山市市民活動支援センター 1F
TEL・FAX：072-366-8545

事をされてる方は寒さ暑さに対して免疫が高くなると思います。人
間本来の免疫力の強さは普段の過ごし方で随分変わるものだと思

但し、運営委員の方は対象外です。

住所：〒589-0005大阪狭山市狭山1-862-5

い方からは考えられないことでしょう。
日頃から、
日中外で運動や仕

（T）

さやまラウンド
（SAYAMA ROUND）

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）

