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囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　２日㈮・９日㈮・16日㈮・23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講師による囲碁講座　講師　中谷正
雄８段　参加費　無料　定員　いずれも 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）

切り絵展
とき　19日㈪～ 22日㈭午前10時～午後４
時30分（19日は午前11時から、22日は午後
３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　きりえ狭山あじさいの会（安本
☎368－1819）

第29回一桃会書道展
とき　３日㈯・４日㈰午前10時～午後５時

（４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　一桃会（桃田☎366－5297）

第28回七彩同好会水彩画展
とき　28日㈬～４月１日㈰午前９時30分～
午後５時（28日は午前10時30分から、１日
は午後４時まで）　ところ　SAYAKA ホー
ル・展示ホール　内容　風景・静物画など
問い合わせ　七彩同好会（箭島☎080－8347
－8881）

第12回水彩画「楽彩」作品展
とき　29日㈭～ 31日㈯午前９時30分～午
後５時（29日は午前10時から、31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21回大阪狭山作陶展
とき　３日㈯午前９時～午後５時、４日㈰
午前９時～午後４時（４日は午後３時30分最
終入場）　ところ　SAYAKA ホール・コンベ
ンションホール　入場料　無料
問い合わせ　大阪狭山陶芸協会（山下☎090
－5654－0909）

第70回０歳児ＯＫコンサート
～サキソフォン！うきうきするよ！～

とき　22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　岩本祐加子さんによるサキソフォン演奏 
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

うたごえ喫茶Part.43
～寒さ脱出！のびのび一緒に歌いましょう～

とき　22日㈭午後２時30分開演　ところ 
SAYAKA ホール・コンベンションホール　内
容　ピアノとシンセサイザーの伴奏で唱歌抒
情歌、70年代ポップス、フォークソングな
どを歌う　参加費　前売900円、当日1,200
円（いずれも喫茶料含む）　定員　100人（先
着順）　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

歌声の部屋は何でもありの部屋!?
とき　５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、笑い、体を動か

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。

す　参加費　500円　定員　30人（先着順） 
申し込み・問い合わせ　名前・電話番号を
電話で Song みのあ（田倉☎090－1959－
1998)。ファクシミリ（FAX366－8910）も可

登校拒否引きこもり問題交流会
とき　４日㈰午後３時～５時　ところ　市
立コミュニティセンター・会議室　対象　当
事者と家族　参加費　300円　定員　10人

（先着順）　申し込み・問い合わせ　３日㈯午
後５時までに電話またはファクシミリで登
校拒否不登校問題南河内地区交流会（森岡☎
090－5968－0395、FAX367－3469）

楽しんでみよう健康体操＠椅子
カキラ
とき　３日㈯・17日㈯いずれも午前10時～
11時30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　椅子に座り楽しい音楽に合
わせ、背骨を整えるエクササイズ　参加費�
300円　定員　いずれも 15人（先着順）　持
ちもの　飲みもの、動きやすい服装　申し込
み・問い合わせ　１日㈭午前９時～参加希望
日前日の午後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）

第８回陶器山元気ウォーキング
とき　24日㈯午前９時～午後０時（受付は午
前８時30分から）　※荒天延期の場合25日
㈰　集合場所　南第二小学校　参加費　200
円、小学生～高校生／ 100円（保険料含む） 
※未就学児は無料　定員　650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　11日㈰までに、住所・名
前・年齢・電話番号を電話またはファクシミ
リで NPO 法人南中学校区円卓会議（浅野
☎・FAX368－1616)。電子メール（nancyuu@
bloom.ocn.ne.jp）も可
問い合わせ　NPO 法人南中学校区円卓会議

（浅野☎090－7363－0306)

くみの木小学生テニス教室
とき　４月２日㈪・９日㈪・16日㈪・23日㈪
いずれも①午後４時30分～５時30分、②午
後５時～６時　ところ　南青少年運動広場 
対象　①小学１～３年生、②小学４～６年

生　参加費　無料（ラケットの貸出あり）　定
員　いずれも 15人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　31日㈯までに電話でくみの木小
学生テニス教室（寺田☎090－5909－2081）

身体をさびつかせないタオル体
操と癒

いや

しの生演奏
とき　４月１日㈰午後１時30分～３時　と
ころ　市立コミュニティセンター・音楽室 
内容　タオルを使ってゆがみを改善し、身体
バランスを整えるストレッチと心を癒

いや
すピ

アノの生演奏　参加費　500円　定員　30
人（先着順）　持ちもの　飲みもの　申し込
み・問い合わせ　名前・年齢を電話で Piano
＆Motion（下村☎080－2437－1788）。ファ
クシミリ（FAX366－3346）も可

親子体操楽しいよ！ピポット・アイ
とき　６日㈫午前10時～ 11時　ところ　総
合体育館・武道場　対象　１歳６か月～４歳
０か月の子どもと保護者　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　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　５
日㈪までに電話でピポット・アイ（清水☎080
－6132－5640)

第30回街角オアシス in大阪狭山
～教育の再生を願って～

とき　25日㈰午後１時30分～４時　ところ 
大野公民館（大野西）　内容　講演「地球家族
100人計画～ホームステイから見た世界～」
定塚仰一さん／立命館大学４回生　参加費 
1,000円（高校生以下無料）　定員　60人（先
着順）　申し込み・問い合わせ　電話または
ファクシミリであったかファミリースクー
ル街角オアシス in 大阪狭山（宮本☎・FAX365
－0241)。電子メール（yu-can@ares.eonet.
ne.jp）も可

健康吹矢体験会
とき　14日㈬・28日㈬いずれも午後1時30
分～３時　ところ　市立公民館・第１集会室 
対象　市内または近隣に住んでいる人　内容 
吹矢体験、腹式呼吸を用いた健康法　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　５日㈪午前10時～
11日㈰午後５時に電話で大阪狭山健康吹矢
連合（小池☎090－6976－8444)

発達障がいでお困りの方集まりま
せんか？
とき　４日㈰午後１時～３時　ところ　市
立コミュニティセンター・会議室　対象　当
事者と家族　参加費　200円　定員　10人

（先着順）　申し込み・問い合わせ　３日㈯午
後５時までに電話またはファクシミリで若
もの自立支援センターのびのび（森岡☎090
－5968－0395、FAX367－3469)

ソフトボール体験会
とき　４日㈰・11日㈰・18日㈰・25日㈰いず
れも①午前10時30分～午後０時、②午後１
時～３時　ところ　東小学校・運動場　対象 
小学１～５年生　内容　ホームラン競争、ス
トラックアウト　※景品あり　参加費　無料 
定員　いずれも10人（先着順）　持ちもの　動 
きやすい服装、運動靴、飲みもの　申し込み・
問い合わせ　住所・名前・年齢・電話番号・電子
メールアドレスを電話で狭山東ファイヤーズ

（中尾☎090－2114－6419）

英語絵本の読み聞かせ会
とき　24日㈯午後１時30分～３時　ところ 
市立公民館・多目的室　対象　小学３年生以
下（未就学児は保護者の同伴が必要）　内容 
アメリカ人と一緒に絵本を読み、歌って踊
る　参加費　500円　定員　30人（先着順） 
申し込み・問い合わせ　住所・子どもの名前

（ふりがな）・年齢・電話番号・保護者の名前
を１日㈭～ 20日㈫午後５時に電話または
ファクシミリで大阪狭山小学校英語活動支
援の会（石井☎・FAX367－5182)。電子メール

（fwis8431@mb.infoweb.ne.jp）も可

老後の生き方暮らし方懇談会
とき　４日㈰午後３時～４時30分　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　日常生活や福祉
サービスなど、様々な角度から「老い」につい
て参加者で語り合う　参加費　100円（飲み
もの代）　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）
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１人１日あたりのごみ排出量　669グラム
（前年度同月比　△15）� 平成30年1月平均値
（今年度前月比　△48）�

今月の表紙

１月 21 日にさやか公園で開催された「大
阪狭山市民マラソン」を取材しました。2.1
㎞を走り切った親子は手を取り合って笑顔
でゴールをくぐっていました。

編集後記

人口�58,233人（前月比　1）　世帯数�25,198世帯
女30,601人� �男27,632人�

平成30年1月末現在

市の木／さくら　市の花／つつじ

※この広報誌は２万 6,900 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。

迫りくる新年度の準備で公私共に大
わらわ。毎月変わらない広報作成のスケ
ジュールが一層タイトに感じています。こ
ういう時こそ基本に返り、丁寧な仕事をあ

取材で野菜づくりの話を聞きました。私
も二か月前からしいたけの栽培を始め、と
ても楽しい日々を送っています。愛情を注
ぎ、おいしいしいたけをつくりたいですは

東日本大震災から７年。みなさんは災害
への備えが十分に出来ているでしょうか。
最低３日分以上の飲食物の備えなど、今一
度必要な防災対策を確認してくださいお
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副池オアシス公園で遊ぼう
とき　17日㈯午前10時～午後０時（雨天中
止）　ところ　副池オアシス公園　内容　春
を知らせる植物や昆虫を探す　参加費　無料 
持ちもの　ポケット図鑑
問い合わせ　狭山の副池自然づくりの会（勝
部☎365－5422）

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　16日 ㈮ 午 後 ７ 時 か ら、26日 ㈪ 午
後３時から　ところ　NPO 法人南大阪サ
ポートネット「To-Villa」（半田六丁目）　対
象　不登校・ひきこもりの子どもを持つ家
族　参加費　400円　申し込み・問い合わ
せ　電話で NPO 法人南大阪サポートネッ
ト（浜治☎090－9048－6004）。電子メール

（stepbystep2014.04.01@gmail.com）も可

親子で広告チラシカゴづくり
とき　23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
参加費　100円　定員　５組（先着順）　申し
込み・問い合わせ　名前・電話番号を電話ま
たはファクシミリで市民活動支援センター

（武市☎・FAX366－4664）

韓国ドラマ、K-POP、韓国旅行
が好きですか
とき　８日㈭午後８時～８時45分　ところ 
SAYAKA ホール・小会議室２　内容　初心
者のためのハングル勉強会　参加費　無料 
定員　24人（先着順）　申し込み・問い合わせ 
電話でハングル勉強会（ソジュニョン☎080
－3765－3034）。 電 子 メ ー ル（korsensei@
gmail.com）も可

合唱の公開練習に参加しませんか
とき　24日㈯午後６時30分～８時45分 
ところ　市立コミュニティセンター・音楽室 
参加費　無料　定員　10人（先着順）　申し
込み・問い合わせ　23日㈮までに電話で大阪
狭山混声合唱団（塚田☎090－2614－0112)

とき　10日㈯午後１時30分～４時
15分　ところ　SAYAKAホール・大
会議室　対象　「しみんのちから」
登録団体　※登録方法など、詳し

くは問い合わせてください　申し
込み　５日㈪午後５時までに、団
体名・名前・電話番号をファクシミ

リでVIC（伊勢田FAX360－1012）。電
子メール（vic@osakasayama-vc.jp）

も可

第15回
市民活動団体交流会

問い合わせ　VIC☎360－1011
（市民活動支援センター内）

「第１回チラシ大賞」の
発表･表彰同時開催

　4月28日㈯・29日㈷の両日、運営本部や龍神舞台、灯火輪
などの設置・運営に携わる市民・学生ボランティアを募集しま
す。応募方法など詳しくは、大阪狭山市商工会、市役所市民
協働推進グループ、市民活動支援センター、市立コミュニティ
センター、市立公民館、狭山池博物館で配布する募集要項、
または狭山池まつり実行委員会ホームページ（http://www.
mydoo.net/ikematuri/）を確認してください。

狭山池まつりボランティア募集

めざせ狭山博士！
さやま検定・さやま子ども検定2018受検者募集

とき　４月８日㈰午後１時30分～２時30分　ところ　市役所
南館・講堂など（検定会場は受検票に記載して送付）　対象　大
阪狭山こども検定は小学生のみ　内容　公式テキストブック、
大阪狭山こども検定問題集から、市の歴史・文化・現状に関す
る問題を択一式で出題　受検料　500円（検定当日徴収、高校
１年生以下の人は無料）　申し込み　大阪狭山市商工会、市役
所市民協働推進グループ、市民活動支援センター、狭山池博
物館で頒布（無料）している過去問題・例題集に添付の申込書
に必要事項を書いて、〒589－8691大阪狭山郵便局私書箱27
号狭山池まつり実行委員会「さやま検定」へ郵送。30日㈮必着

狭山池まつりは、皆さんの協賛金で運営しています。協賛金の振り込みは、市内の郵便局にある専用の振込用紙を利用してください。
ご協力をお願いします。

問い合わせ　狭山池まつり実行委員会事務局☎360－3805、電子メール（ikematuri@mydoo.net）

狭山池
まつり2018

●上沼健二「狭山の響き」
　フィドル奏者でパーカッショニストの上沼健二さんが Skylish と
ともに、三橋玄さん、小川幸紅さん、龍神悦子さんの作品が展示さ
れている空間で演奏します。
とき・内容　①午前11時～ 11時30分／上沼健二ソロ「獨音」、②午前11
時40分～午後０時／ Skylish カホンアンサンブル、③午後０時～午後
０時30分／ Skylish パレード、④午後１時30分～２時／上沼健二 × 龍
神悦子 お家カスタネット de コラボレーション＆ Skylish 「狭山の響き」 
ところ　①円形コート、②四角コート、③狭山池博物館敷地内など、
④屋上ガーデン　※雨天の場合、①②④ホール、③中止　入場料 
無料

●龍神悦子ワークショップ
　お家カスタネットをつくり、上沼健二さんと一緒に演奏します。
とき　午後０時30分～２時　ところ　屋上ガーデン　※ 雨天の場
合は、ホール　定員　30人（先着順）　参加費　無料　申し込み　催
し名と、住所・名前・年齢（学年）・連絡先を電子メール（sayamaike.crea 
tiveflag@gmail.com）またはファクシミリ（FAX320－4347）で池の駅プ
ロジェクトさやま

●アーティストトーク「アート×おおさかさやま」
　市内でアートに関わる「土の人」として小川幸紅さん、外からアー
トで市に関わる「風の人」として三橋玄さん、龍神悦子さん、辛川幸
子さんと共に、狭山池クリエイティブフラッグ 2017を振り返りな
がら市の魅力を語り合います。
とき　午後２時30分～４時30分　ところ　ホール　参加費　無料 
定員　96人（当日先着順）

●狭山池クリエイティブカフェ「アート×まち」
　地域で創作活動を行ってきたアーティスト上沼健二さん、稲垣元
則さん、小野晃蔵さんを迎え、参加者の皆さんと市で「こんなこと
ができたら」を語り合います。Skylish によるアイリッシュセッショ
ンも行います。
とき　午後６時～８時　ところ　喫茶コーナー　参加費　500円 
定員　20人（先着順）　申し込み　催し名と、住所・名前・年齢（学年）・
連絡先を電子メール（sayamaike.creativeflag@gmail.com）またはファ
クシミリ（FAX320－4347）で池の駅プロジェクトさやま

大阪狭山市
市 制 施 行
30周年記念

アートでつむぐ
人とまち

10日土 土日
とき・ところ

狭山池博物館、郷土資料館

問い合わせ　池の駅プロジェクトさやま☎080－6187－0597（月～金曜日の午前10時～午後５時、祝日など休日を除く）

１日だけの特別イベント
とき　25日㈰午前10時～午後４時30分

三橋玄さん、龍神悦子さん、辛川幸子さん、上沼健二
さん、小川幸紅さん、稲垣元則さん、小野晃蔵さん

【若手コーディネーター発掘企画 COMING UP ＋】
カチコチの風船／植松将哉さん、小林賢治さん

招聘アーティスト

017年、大阪狭山市にアーティストが入り、
市民と共に制作活動を行いました。作品の

魅力はそのプロセス。まちにあるたくさんの物語
が紡がれ、狭山池博物館に集結します。
　25日㈰にはワークショップをはじめ、市民参加
型の催しを多数行います。

　アート・クラフト市を行います。出展者が企画から
参加してのリスタート。地元に新たなつながりの場
を提案します。

２

11日 午前10時～午後４時
SAYAKAホール・展示ホール

さやま手つなぎマルシェ池の駅を開催

日

小さ
な

募
集

～


