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狭山中学校区まちづくり円卓会議主催<地域文化祭>

と き:平成30年5月13日(日)

第4回さやりんフェステイバル

開場12:15 開演12:30
ところ:SAYAKAホール<大ホール>

≪舞台発表≫
Part 1

12:30〜

1. オープニング
2. ゲスト演奏《大樋祐大》
3. スリーオブアス
4. キラウェア
5. ジョイフル
6. ニライ・力ナイ
7. MAMADAN
8. MINI DAN CREW
9. TRY DAN CREW
10. グループ剣
11. ベルフルール

Part 2
ピアノソ口
バンド演奏
フラダンス
ゴスペル
唄三線
ストリートJAZZ
HIPHOP
HIPHOP
太極拳
ミュージックベル

※進行の都合により出演順、時間等が変更になることがあります。

ゲスト

日本を代表する
ゴスペル・クイーン

文屋ハンナ Hanna Bunya

14:30〜

12.『さやま音頭』みんなで踊ろう!
さやま音頭保存会
13. ゲスト
《Hanna》
14. T.D.S (Tomomi Dance Space)
ダンス
15. 琴友会
大正琴
16. キラウェア
フラダンス
17. KIE'S DANCE COMPANY
ジャズダンス
18. 楽楽力ホン
パーカッション
19. やさしいフラダンス
フラダンス
20. さやま空間
ベリーダンス
21. ゲスト
《Father to Son with friends》
22. フィナーレ《ゲスト演奏&出演者全員大合唱》
大樋稔&祐大
・喜多建博
with Friends

Father to Son with friends

≪作品展≫
狭山中学校区で活動されている
芸術家の作品を展示しています。
絵画、
写真、
書道、
手工芸品、
華道など
大ホール<ホワイエ>にて
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

円卓会議概要

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
しています。
ラウンドはRound table（円卓）から取っています。

平成30年度

通常総会のお知らせ

5月9日
（水）

この総会は、構成員として登録されている169人で行われます。
構成員は狭山中学校区の住民の方ならどなたでも参画できま
す。総会当日も随時受付をしています。ぜひ、私たちと一緒に活
力のある安心安全な地域づくりに貢献してみませんか。
と き：5月9日
（水）午後7時より
ところ：SAYAKAホール

2階大会議室

議 案：事業報告、会計報告、運営委員選出、その他

環境部会からのお知らせ
「第一幹線水路」美化清掃作業

5月26日
（土）

初夏の日射しの下で、地域の皆様にご協力いただきながら、
毎年実施しております「第一幹線水路」の美化清掃活動を、
今年度も、下記の要領で実施したいと思いますので、お知ら
せいたしますと共に、皆様のご参加・ご協力をお願いします。
と き：5月26日
（土）午前10時〜11時30分頃迄
集合：池尻体育館前 午前10時
ところ：狭山池下流（池尻体育館前上下流数百メートル）
服装：作業可能な服装（男性の方は、
ゴム長靴で）
連絡：当日、雨天等で中止となる場合は、午前８時までに、
円卓ML等にて連絡致します。

医療法人 恒昭会

医療
法人

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

今井医院

Ozasa clinic

親子の関係

良質な医療サービスと和やかな療養環境を

身近な健康パートナー

医療の現場で、やり直せない親

提供し、地域の皆さまの健康を支援します。

子関係に立ち会うことがありま

急性期から回復期、維持期まで

す。
お互いが頑なである場合、相手

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。

（親、子供）に変わってほしいと願

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

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

地域密着型介護老人福祉施設

寿 里苑 花 舞 の 郷

人の心を変えることはできませ

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

TEL

夜8時まで診療

うよりも、
まず自分から一歩、
歩み

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。

休診 : 日･祝日･木･ 土曜午後

〒589-0011 大阪狭山市半田 5 丁目 2610-1
TEL

池尻自由丘 1-3-24
TEL 072-366-1061

072-366-5757（代表） FAX 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

德竹歯科医院

診 療 時 間

さなえ

【休診日】
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/

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

☎072-366-6301

至北野田

〒589-0005 大阪狭山市狭山 1 丁目 2355-8
TEL：072-367-4187

FAX：072-368-8777
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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
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

＊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︒

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 8 時〜夜 9 時半 ●定休日 / 日曜日

十字堂薬局

社会福祉法人 博光福祉会
589-0004 大阪狭山市東池尻 4-1336-1

●駐車場（８台）
9:30 〜12:30

土 日•祝

木曜午前・土曜日午後・日曜祝日

山市駅
大阪狭

ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

金

・・

訪問介護事業所

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

木

17：00〜20：00

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

何でもお気軽にご相談ください

水

カラダかる〜くなります・

一般歯科 / 予防歯科 /
歯科検診 / 訪問歯科・往診

介護サービスのことなら

月 火

9：00〜12：30

施術時間

60 分

約

お試しチケット
通常￥5,000 を

半額

￥2,500

6/29

まで

第3回福祉教育部会講演会「伸ばそう、健康寿命」

5月26日
（土）

寝たきりの原因になる骨の病気やロコモティブシンドロームについて、
また、骨密度の検査の重要性や転倒予防の為の運動についてのお話しです。
その場でできる、簡単な運動についても実践しながら教えていただく予定です。

と き：5月26日
（土）午後2:30〜4:00
講師：豊川 英樹先生
豊川整形外科院長

ところ：SAYAKAホール

2階大会議室

定 員：60名

福祉教育部会からのお知らせ

6月24日
（日）

関西国際空港見学

第3回

狭山中学校区の皆様に「学ぶ機会」を提供し、
世代間交流を
促進し、
地域を活性化する目的で行っています。
（中学生以下は保護者同伴でご参加ください。）

●と
き：６月24日
（日）受付：午前9：30〜
●集合場所：大阪狭山市市役所 午前10時出発
●参 加 費：65歳以上1,700円、13〜64歳2,600円
7〜12歳1,300円、4〜6歳500円
●定
員：70名（先着順）

程

11：30〜 ホテル日航関西空港レストランで昼食→
1：30〜 関西空港新見学プラン→
5：00

大阪狭山市役所着

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

きれいを実証する。

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

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

日給：7,300 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）

さやま車検センター

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

〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-29-15

http://ozakidensetsu.co.jp

そんな あなたを待っています

・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

トータル技術で

TEL.072-365-3277(代)
FAX.073-365-3233

未経験だから？
（普通免許所有者優遇）

快適さを

電気･空調･防災設備･設計
施工･総合保守点検業務

男女警備スタッフ募集

年齢：18 歳以上〜

人にやさしい環境を創造する

ご提案

申込み方法

行

10：00〜 大阪狭山市役所発（貸切バスで移動）→

●氏名・住所・年齢・性別・電話番号を記入し
ＨＰまたはE-mail・Faxにて、件名「市民研修会関空」
で
お申し込みください。
●申し込み先：狭山中学校区まちづくり円卓会議
FAX：072-366-8545
E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
ホームページ：http://www.sayamachuentaku.net/

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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第4回さやりんフェステイバル舞台発表出演団体
スリーオブアス

Part 1

［バンド演奏］

Part 2

Ｔ.D.S（ＴｏｍｏｍｉＤａｎｃｅＳｐａｃｅ）

［ダンス］

ビートルズ好きが集まってできたバンドです。はじめての参加で緊張

ダンス（バレエ、
ＪＡＺＺ、
ＨＩ
ＰＨＯＰ、
ＨＯＵＳＥなど・２才〜大人）

していますが、
頑張って演奏しますのでお聞きください

イオン近く線路沿いにあるオレンジ色の看板のあるダンス教

キラウェア

［フラダンス］

さやりんフェスティバルにも４回目の出場になります。遅い曲

笑顔で過ごしたい‼フラは、
そんな私たちを応援してくれます。

［ゴスペル］

うたうコトが好きなあなたも！あなたも！楽譜が読めなくても大丈夫♪

［唄・三線］

公民館を中心に、
その他ボランティアとして自治体、
老人ホー
ム等々で演奏活動を行っています。
MAMADAN

の〈雪椿〉速いテンポの〈空に太陽があるかぎり〉少人数で練
習しました。どうぞご拝聴ください。
キラウェア

男女問わず年齢問わず、
心ひとつに楽しみながらうたっています。

ニライ・カナイ

［ストリートJAZZ］

数々の舞台に上がり、
さらにパワーアップしたMAMADAN！
ぜひごらんください！

文化に親しみ心身の健康を目標とします。

舞台に上がるため半年間一生懸命練習を重ねてきました。
笑顔と元気いっぱいで踊ります。

楽しめます。

［HIP HOP］

今回初めてのさやりんフェスティバルとなります！若い子に負
けないぐらいパワーあるTOY DAN CREWをごらん下さい。
［太極拳］

グループ 剣

太極拳の大好きな仲間がこのフェスティバルに参加したくて
自然と集まって出来たチームです。皆さんもどうぞご一緒に

［パーカッション］

「呼ばれて飛び出て、
打・打・打・打〜ん」謎の箱集団「楽楽カ
ホン」がやって来た！
やさしいフラダンス

ＴRＹ ＤＡＮ ＣＲＥＷ

［ジャズダンス］

ジャズダンス教室ですが、
枠にとらわれず様々なスタイルで

楽楽カホン
［HIP HOP］

［フラダンス］

私たちのフラサークルは昨年９月に結成しました。ハワイの

KIE'S DANCE COMPANY

ＭＩＮＩＤＡＮ ＣＲＥＷ

［大正琴］

琴友会

ハワイの美しい音楽に癒され、
美しい色に元気をもらいます。

ジョイフル

室です。
２才〜大人まで楽しくレッスンしています。

［フラダンス］

まずはステップから！次のレッスンが楽しみ！と言っていただけ
る笑顔いっぱいお教室です。
さやま空間

［ベリーダンス］

大阪狭山市駅から東へ徒歩３分、
健康のため女子力upのた
め楽しく踊っています。今回は乙女心をキュートにコミカルに
表現した「ミラーヤ」を踊ります。

お楽しみください。
［ミュージックベル］

ベルフルール

音楽を気軽に‼楽しく‼から生まれたミュージックベル。1人1人のベル
の音が1つの曲を作ります。さあ、あなたも音の仲間になりませんか！!

「大阪狭山市まちづくり円卓会議連絡協議会」からのお礼！
「近畿大学医学部附属病院の一部存続」に対する署名19,586名ご協力いただきました、
皆様ありがとうございました！

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
第209回は、平成30年5月26日（土）
事務所

狭山中学校区まちづくり円卓会議
住所：〒589-0005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 1F
TEL・FAX：072-366-8545

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）

