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狭山高校文化祭
とき　9日㈯午前10時15分～午後４時30
分、10日㈰午前９時～午後３時　ところ�
狭山高校　
問い合わせ　狭山高校☎366－8400

陶芸体験
　　　～中皿づくり～
とき　22日㈮①午前10時30分～午後０時、
②午後１時～２時30分　ところ　ファンズ
ガーデン ( 旧くみの木幼稚園 )　内容　手づ
くり体験と交流　参加費　800円（保育１人
300円）　定員　いずれも８人（先着順）　申
し込み・問い合わせ　１日㈮～ 20日㈬に電
話または直接ファンズガーデン（燈田☎366
－6960)

ハロウィンクラフト生け花
とき　22日㈮午後２時～３時30分 
ところ　市民活動支援センター ･
ミーティングルーム　内容　ミニカボチャ
を使ったクラフト生け花　参加費　300円
定員　５人（先着順）　申し込み・問い合わせ
名前を電話またはファクシミリで市民活動
支援センター（武市☎ ･FAX366－4664)

楽しんでみよう健康体操 ･ 椅子カキラ
とき　16日㈯①午前９時30分～ 10時10
分、②午前10時30分～ 11時15分　ところ�
市立コミュニティセンター ･ 多目的室２ 
対象　おおむね 50歳以上の人　内容　音
楽にのせたエクササイズ①基礎コース、②
たっぷり楽しむコース　参加費　いずれも
300円（両方参加で 500円）　定員　いずれ
も 15人（先着順）　持ちもの　動きやすい服
装、タオル、飲みもの　申し込み・問い合
わせ　１日㈮～ 15日㈮午後５時に名前を
電話で NPO 法人ワーカーズふろむさやま

（岡本☎090－3651－4105)。電子メール
(furomusayama@yahoo.co.jp) も可

キッズトランポリン体験
とき　13日㈬ ･20日㈬ ･27日㈬い
ずれも午前９時50分～ 11時50分 
ところ　総合体育館･メインアリー
ナ　対象　未就学児と保護者　※
首がすわっていれば保護者と一緒に跳べま
す　参加費　無料　定員　いずれも10人（当
日先着順）　持ちもの　靴下、飲みもの
問い合わせ　キッズトランポリン（新谷☎
090－4761－8459）

健康吹矢体験会
とき　13日㈬ ･20日㈬いずれも午後１時30
分～４時　ところ　市立公民館 ･ 集会室１ 
対象　市内または近隣に住んでいる人　参
加費　100円（マウスピース代）　定員　いず
れも 10人（先着順）　持ちもの　動きやすい
服装　申し込み・問い合わせ　６日㈬～ 19
日㈫に名前・参加日を電話で大阪狭山健康吹
矢連合（綿☎090－5051－3988）。ファクシ
ミリ（FAX365－5276）も可

囲碁を通じて親睦を深めませんか
とき　５日㈫ ･12日㈫ ･19日
㈫ ･26日㈫いずれも午後１時
～５時　ところ　市立公民館
･ 和室　対象　囲碁に興味のある人　内容�
囲碁対局　参加費　無料　定員　10人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　希望日の前日
までに名前・参加日を電話またはファクシミ
リで感知囲碁クラブ（加藤☎ ･FAX365－3134)

第５回合同水彩画展（ぐみの会、
ル ･ ル）
とき　28日㈭～ 10月１日㈰午前９時30分
～午後５時（28日は午前10時30分から、10
月１日は午後４時まで）　ところ　SAYAKA
ホール・展示ホール　入場料　無料
問い合わせ　水彩画教室ぐみの会 ( 西川☎
366－7476)

市内で活動する団体の催しや活動を紹介します。掲載を希望する場合は、市民活動支援センター
（☎366－4664）にご相談ください。なお、誌面の都合により、掲載できない場合があります。
あらかじめご了承ください。

チア・舞踊・ダンスフェスティバ
ル参加者募集
　 平 成30年 １ 月20日 ㈯ に
SAYAKA ホール ･ 小ホールで
開催するフェスティバルへの
参加チームを募集します。
対象　８人以上で構成するチーム　参加費
１人800円　定員　３チーム（多数の場合抽
選）　申し込み　１日㈮～ 30日㈯に住所・
名前・年齢・電話番号・チーム紹介文を電子
メールでキッズチア (ichigo_0804@yahoo.
co.jp)
問い合わせ　キッズチア（高野☎090－7094
－2205)

親子体操楽しいよ！ピポット・アイ
とき　12日㈫ ･19日㈫ ･26日㈫いずれも午
前10時～ 11時　ところ　総合体育館 ･ 武
道場ほか　対象　１歳６か月～４歳の子ど
もと保護者　内容　親子体操、ボールやタ
オルを使って遊ぶ、音に合わせて動く　参
加費　無料　定員　いずれも 10人（先着順）
持ちもの　タオル、飲みもの、動きやすい
服装（ジーンズ不可）　申し込み･問い合わせ 
参加希望日の前日までに電話でピポット・ア
イ（須藤☎090－9054－8878)

心も身体もリフレッシュ
　　　　　　　　　　　～腰･骨盤～

とき　17日㈰午後１時30分～４時30分 
ところ　市立コミュニティセンター ･ 音楽
室　対象　身体や心をほぐしたい人　内容
理論に基づいて考案された歌体操で体をほ
ぐし、ピアノの生演奏で心をほぐす　参加
費　500円　定員　30人（先 着 順）　申し
込み・問い合わせ　名前・参加者の人数を電
話 で Piano&Motion（下 村 ☎090－2437－
1788)。ファクシミリ (FAX366－3346) も可

社会見学募集案内
とき・集合場所　29日㈮午前７時45分金剛
駅東口集合　対象　市内に住んでいる 18歳
以上の人　内容　和歌山県すさみ町立エビ
とカニの水族館見学　参加費　5,500円（昼
食代、保険料含む）　定員　40人（多数の場
合は抽選）　申し込み・問い合わせ　４日㈪
までに電話で大阪狭山市婦人会（橋本☎090
－5888－5404）

囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　１日㈮ ･ ８日㈮ ･15日㈮ ･22日㈮い
ずれも①午後０時30分～３時30分、②午
後３時30分～５時　ところ　市立公民館
･ 和室　対象　囲碁に興味のある人　内容
①囲碁対局、②囲碁講座　講師　中谷正雄
８段　参加費　無料　定員　30人（先着順） 
申し込み・問い合わせ　参加希望日の前日ま
でに電話で碁将クラブ（工藤☎090－8824－
7016)

さやま荘内見学＋ミニ歴史講座
とき　14日㈭午後２時～４時　ところ　さ
つき荘　内容　さやま荘茶道部、漢

おとこ
の料理

教室との共催でさやま荘見学、北条氏に関す
る講座　参加費　300円（お茶菓子 ･ 保険料）
定員　40人（先着順）　申し込み・問い合わせ
１日㈮～ 18日㈷午後４時までに電話でさや
か観光会（上堀☎090－6737－0462）

第18回水彩「悠」同好会水彩画展
とき　11日㈪～ 14日㈭午前９時30分～午
後５時（11日は午前11時から、14日は午後
４時まで）　ところ　市立公民館・展示フロ
ア　入場料　無料
問い合わせ　水彩「悠」同好会（山本☎367－
2136）

老後の生き方暮らし方懇談会
とき　３日㈰午後３時～４時　ところ　さ
くらの杜 ･ 半田（半田三丁目）　対象　市内
に住んでいる人　内容　老後の生き方暮ら
し方懇談会整理ノートを参考に、様々な角
度から老いについて語り合う　参加費　100
円（お茶代）　定員　10人（先着順）　
問い合わせ　さくらの杜 ･ 半田地域福祉プ
ロジェクト（後藤☎288－4381）

第11回水彩画「楽彩」作品展
とき　28日㈭～ 30日㈯午
前９時30分～午後５時（28
日は午前10時から、30日
は午後４時まで）　ところ�
市立公民館 ･ 展示フロア　入場料　無料　
問い合わせ　水彩画クラブ「楽彩」（塚田☎
090－2614－0112）

第13回水彩画「コスモスの会」作品展
とき　20日㈬～ 23日㈷午前10時～午後４
時　ところ　市立公民館 ･ 展示フロア　入
場料　無料　
問い合わせ　水彩画 ･ コスモスの会 ( 橋本☎
367－0086)

狭山の副池自然づくりの会
とき　16日㈯午前10時～午後０時（雨天中
止）　ところ　副池オアシス公園・あずまや 
内容　草地のバッタさがし　参加費　無料
持ちもの　虫取り網、虫かご、虫の図鑑�
申し込み・問い合わせ　狭山の副池自然づく
りの会（勝部☎365－5422）

子どもの心の読み取り術
とき　７日㈭午後１時
30分 ～ ３ 時　ところ
SAYAKA ホ ー ル ･ 大 会
議室　内容　子どもた
ちの成長を見守るスキルとして、仕草や
癖に現れる心のサインの読み取り方を学ぶ 
講師　渥美正彦さん／上島医院院長　参加
費　無料　定員　65人　申し込み・問い合
わせ　６日㈬までに名前をファクシミリで
狭山中学校区まちづくり円卓会議 (FAX366
－8545)。 電 子 メ ー ル (sayamaround@
sayamachuentaku.net) も可
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１人１日あたりのごみ排出量　677グラム
（前年度同月比　△28）� 平成29年7月平均値
（今年度前月比　△10）�

今月の表紙
狭山池博物館で企画展 「ホネの動物ラ

ンド」を取材しました。子どもたちに人気
があったのはアライグマの骨を並べるコー
ナーで、順番待ちができるほど盛況でした。

編集後記

「市制施行 30 周年記念式典」まであと
１か月となりました。式典当日に記念品と
して配布する「レトルト版狭山池ダムカ
レー」も完成。どんな味か気になりますい

夏の取材は日焼けとの戦いです。塗る
日焼け止めのほかに、最近は少しお高い
飲む日焼け止めがあるとか。貯金をして
来年こそは挑戦してみようと思いますあ

大阪狭山市を含め、多くの自治体はホー
ムページで広報誌を公開しています。今は市
に住んでいない人にも楽しんでもらえればい
いなと思い、毎月編集作業に励んでいますは

石垣島でダイビングに初挑戦。自分の目
で観る海の世界にとても感動。特に海中か
ら見る太陽は絶景でした。海以外にも様々
な自然の絶景を見てみたいと思いますお

人口�58,017人（前月比��△12）　世帯数�25,124世帯
女�30,476人� �男�27,541人�

平成29年7月末現在

市の木／さくら　市の花／つつじ

※この広報誌は２万 7,000 部作成し、１部当たりの単価は 19 円です。

わたくしたちは、
１. 思いやりの芽を育て、明るく楽しいまちをつくりま

しょう。
１. 自然を愛し、美しく住みよいまちをつくりましょう。
１. 健康で働くよろこびをもち、心豊かなまちをつくり

ましょう。
１. 教養を高め、知性に満ちた文化のまちをつくりましょう。
１. 幸せを願い、夢と希望のあるまちをつくりましょう。

　市では市民の皆さんによる自主的な取組として、違反簡易屋外広告物撤去活動団体による不
法看板の撤去活動を促進しています。道路柵、電柱、街路樹、ガードレールなどへの不法広告物は、
まちの美観を損なうだけではなく、交通の妨げにもなります。不法広告物は年々減少していま
すが、さらに美化を推進するため、皆さんのご協力をお願いします。

対象　市内に居住・通勤・通学する18歳以上の人２人以上で構成する団体または市内の法人 
※ 10 月の講習会を登録者全員受講後、証明書などを交付。作業に必要な道具などは市から貸
与　活動期間　11 月～平成 30 年 10 月　申し込み・問い合わせ　生活環境グループ

違反簡易屋外広告物撤去活動団体を募集しています
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発達障がいでお困りの方集まり
ませんか？
とき　３日㈰午後１時30分～３時30分 
ところ　市立コミュニティセンター ･ 会議
室　対象　発達障がいの人と家族、支援者
内容　経験交流会　参加費　200円　定員
10人（先着順）　申し込み・問い合わせ　２日
㈯までに名前を電話で若もの自立支援セン
ターのびのび（森岡☎366－9434)。ファク
シミリ (FAX366－9432) も可

マンドリンアンサンブルポプリ
第19回演奏会  
とき　３日㈰午後２時～４時30分　ところ
SAYAKA ホール ･ 大ホール　内容　ラプソ
ディ ･ イン ･ ブルー、四旬節の謝肉祭ほか
参加費　無料
問い合わせ　マンドリンアンサンブルポプ
リ（中嶌☎365－7847）

登校拒否引きこもり問題交流会
～一人または家族だけで悩んでいませんか？～

とき　17日㈰午前10時～午後０時　ところ
若もの自立支援センターのびのび（金剛二丁

目）　対象　不登校 ･ 引きこもりの子どもや若
者の保護者、関心のある人　内容　専門家を
囲んでの交流会　参加費　300円（お菓子代な
ど）　定員　10人（先着順）　申し込み･問い
合わせ　16日㈯までに名前を電話で登校拒否
不登校問題南河内地域交流会（森岡☎366－
9434)。ファクシミリ (FAX366－9432) も可

第67回０歳児 OK コンサート
「ヴィオラはヴァイオリンのお姉さん？」
とき　28日㈭午前10時45分開演　ところ
SAYAKA ホール ･ コンベンションホール 
内容　ヴィオラとピアノ　入場料　大人
500円　子ども 100円　申し込み・問い合わ
せ　電話で音楽愛好家協会「こんごう」（上田
☎080－3771－4856)。電子メール (oak-
kongou2005@softbank.ne.jp) も可

歌声の部屋
　　　～青春時代の歌～
とき　４日㈪午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　市立コミュニティセンター ･ 音楽室　内
容　発声、歌唱、鑑賞、講義など　参加費�
500円　定員　30人（先着順）　申し込み・
問い合わせ　名前・参加者の人数を電話で

Song み の あ（田 倉 ☎090－1959－1998)。
ファクシミリ（FAX366－8910）も可

第11回大阪狭山混声合唱団定期
演奏会
とき　10月22日㈰午後２時開演　ところ
SAYAKA ホール ･ 大ホール　内容　混声合
唱組曲「まほろば」、「筑後川」、少年少女合唱
組曲、「地球のかぞく」ほか　参加費　無料（入
場整理券が必要）　※１階は指定席（午後０
時30分から引き換え )、２階は自由席　
問い合わせ　大阪狭山混声合唱団（塚田☎
090－2614－0112）

月を愛
め

でませんか
とき　16日㈯午後６時30分～８時　ところ
河内長野市国際交流協会（河内長野市昭栄町
／南海高野線「河内長野駅」から南海バス「市
民交流センター前」下車）　対象　市内また
は近隣に住んでいる小学生以上の人　内容 
月見やかぐや姫の話、日本の行事について
学ぶ　参加費　300円　定員　15人（先着
順）　持ちもの　筆記用具　申し込み･問い
合わせ　15日㈮までに電話で東胡蝶流きも
の学院（桔梗☎090－2061－0324)

問い合わせ　市民協働推進グループ

　市では、市民や市民活動団体との協働を進め、市民の意向が反映
された新たなまちづくりをめざしています。「市が現在担っている事
業」、「既存の協働事業に改善提案、アイデアが注入された事業」、「新た
な協働事業」の提案を募集します。提案事業は、市が設置する市民公
益活動促進本部で審議のうえ採否を決定し、その結果を市ホームペー
ジなどで公表します。提案の内容や市の現状などについて事前相談
に応じます。
募集期間　15日㈮～ 10月６日㈮必着　対象事業　【次の要件
をすべて満たす事業】○市内で実施するもの、○地域課題の解決
を図るもの、○具体的な効果や成果が期待できるもの、○役割
分担が明確になっているもの、○陳情や要望でないもの　対象�

市民、市内の市民活動団体（社会貢献活動を行っている市民活動団
体・NPO 法人・ボランティアグループ）、市内の事業者　申し込み�
市役所市民協働推進グループ、市民活動支援センター、市立公民
館、市立コミュニティセンターにある提案様式に必要事項を書いて、
〒589－8501大阪狭山市役所市民協働推進グループへ郵送または
直接。ファクシミリ（FAX366－0051）、電子メール（shimin-kyodo@
city.osakasayama.osaka.jp）も可。提案様式は市ホームページから
もダウンロードできます。

■協働事業の提案を募集します　～市民との協働によるまちづくり推進のために～

問い合わせ　「さやま～再発見～バル」事務担当（大阪狭山市商工会内）☎365－3194

大阪狭山市市制施行30周年記念まちづくり円卓会議合同事業

午前10時～午後４時

さやか公園（雨天の場合は東小学校）

未来へつなごう！市民の力！

25日㈪～30日㈯は、あとバル！余ったバルチ
ケットが、参加店舗で金券として使えます！あとバル！

前売／ 3,000円、当日／ 3,500円（いずれも６枚つづり。700円 × ４枚、
350円×２枚）

チケット販売料金

チケット販売場所
キタバ薬局金剛西口店（半田一丁目）、ミックミトヤ本店（茱 木五丁
目）、ブックス＆コーヒーパルネット狭山店（茱 木七丁目）、大阪狭
山市商工会（今熊一丁目）、「さやま～再発見～バル」参加店舗　※ さや
まバルホームページ（http://sayama-bal.com/）からも購入予約可

をさやま 巡って べ みき き食 飲歩 ！ ！歩、

　街歩き・食べ歩きの楽しさ、面白さを体
験し、地域経済の活性化とまちの魅力を
発信するイベントです。この機会に、昔
よく行ったお店、気になっていたけど入
るきっかけがなかったお店など、大阪狭
山市の魅力を「再発見」してみませんか。

今年も開催！市内48店舗が参加！

金
22
日

F R I
DAY

祝
23
日

SATUR
DAY

日
24
日

SUN
DAY

表現倶楽部うどぃ、さやま未来プランナーと

～狭山池ハロウィンで一緒に踊る～

　模擬店、ハロウィングッズのブース、パフォーマンスなど様々な楽しい催しが盛りだ
くさん。詳しくは、10月号広報誌をご覧ください。
問い合わせ　まちづくり円卓会議合同事業実行委員会（大西☎090－3700－3615）

とき・ところ　右表のいずれか　参加費　500円（保険料含む、初日に
徴集）　持ちもの　飲みもの、タオル、動きやすい服装（スカート不可） 
申し込み　５日㈫までに、住所・名前（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年・生年月日・保護者の名前を電子メールで大阪狭山キジムナーの会

（kijimunanokai.os@gmail.com）
問い合わせ　大阪狭山キジムナーの会（田中☎365－3465）

東小学校 ①10月14日㈯・②22日㈰
西小学校 ③９月16日㈯・④10月21日㈯
南第一小学校 ⑤９月16日㈯・⑥10月15日㈰
南第二小学校 ⑦10月１日㈰・⑧15日㈰
南第三小学校 ⑨９月17日㈰・⑩30日㈯
北小学校 ⑪10月14日㈯・⑫10月21日㈯
第七小学校 ⑬９月18日㈷・⑭10月22日㈰

①②⑤⑧⑫いずれも午後１時～３時
③④⑥⑦⑨⑩⑪⑬⑭いずれも午前10時～午後０時

表現ワークショップ

狭山池ハロウィンを楽しもう

10月 日 日29

ハロウィ
ンを

より楽し
く！


