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市制施行30周年記念祝賀会
　市制施行30周年を記念して、大阪狭山市都
市間市民交流会主催の祝賀会を開催します。 
とき　10月１日㈰午後４時～６時30分　と
ころ　SAYAKA ホール・コンベンションホー
ル　対象　市内に住んでいる人　内容　ア
メリカ合衆国オンタリオ市・大韓民国金

キムジェ
堤

市・和歌山県日高川町との交流を示すスライ
ド上映や琴演奏、演舞など　参加費　2,000
円（食事代）　申し込み・問い合わせ　はがき
に「祝賀会参加希望」と参加者の名前 ･ 代表
者の電話番号を書いて、〒589－0021今熊
一丁目540－３大阪狭山市都市間市民交流協
会。ファクシミリ (FAX367－8141)、または
電子メール (osica_21@yahoo.co.jp）も可。
31日㈭必着

第25回大阪狭山美術展作品募集
　10月22日㈰～ 29日㈰に SAYAKA ホール
で開催する美術展に出展する作品を募集し
ます。
対象　市内または市周辺に居住・通勤・通学す
る 16歳以上の人　内容　規格20号～ 50号
の洋画 ( 油彩・水彩・パステル ) または日本
画のオリジナル作品　※50号は縦サイズの
み、額装を含む横幅105cm 以内　出展料 
3,000円 ( １人１点 )　申し込み　市立公民
館、市立コミュニティセンター、社会教育
センター、SAYAKA ホール、市民活動支援
センター、市役所市民協働推進グループに
ある申込用紙に必要事項を書いて、出品料
と作品を 10月15日㈰午前10時～午後０時
に SAYAKA ホール ･ 大会議室へ直接
問い合わせ　大阪狭山美術協会（小川☎
0721－28－4622)

第15回大阪狭山書道協会展・ジュニ
ア展作品募集
　11月11日㈯ ･12日㈰に SAYAKA ホール
で開催する書道展に出展する作品を募集し
ます。

対象　市内または市周辺に居住・通勤・通学
する人　出展料　一般3,000円、ジュニア
500円 ( １人１点 )　申し込み・問い合わせ
９月23日㈷までに電話で大阪狭山書道協会

（森☎090－4302－8784)

第27回街角オアシス in大阪狭山
とき　26日㈯午後１時30分～３時30分　と
ころ　SAYAKA ホール・コンベンションホー
ル　内容　演劇鑑賞「桃太郎～鬼をたずねて
三千里～」、谷井翔一さんのライブ　参加費
大人1,000円、高校生500円、中学生以下無
料　定員　100人（先着順）　申し込み ･ 問い
合わせ　25日㈮までに住所・名前・電話番号
を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)

少年・少女剣道体験会
とき　20日㈰・９月３日㈰いずれも午前９
時～ 11時　ところ　南第一小学校・体育館 
対象　５歳～小学６年生　内容　剣道を
通して心と体を鍛える　参加費　無料 
定員　10人（先着順）　申し込み ･ 問い合わ
せ　参加希望日の前日ま
でに名前と電話番号を電
話で狭山剣心会（古村☎
366－7700）

夏休み親子空手体験教室
とき　５日㈯・26日㈯いずれも午後５時～
６時　ところ　社会教育センター・会議室 
対象　５歳～ 12歳の子ども（親子での参加
も可）　内容　礼から始まる空手体験、ミッ
ト蹴りなど　参加費　無料　定員　10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　４日
㈮までに住所・名前・電話番号を電話で NPO
法人青少年文武育成会（池田☎090－1910
－0098)。電子メール（NPO@bunbuikusei.
com）も可

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。

大阪狭山市断酒会創立40周年記
念大会（一日研修会）
とき　27日㈰午前10時～午後４時　ところ
SAYAKA ホール・コンベンションホール　内
容　講演会「断酒会と専門病院の未来」、体験
発表および講評　講師　和気浩三さん／医療
法人和気会新生会病院院長　参加費　1,500
円（昼食代）　定員　250人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　21日㈪までに電話で大阪狭
山市断酒会（野村☎090－3167－2418）

夏祭り・盆踊り　ゆかたで出かけ
よう！
とき　５日㈯午前10時～ 11時30分　ところ
社会教育センター・会議室　内容　ゆかたの
着付け　参加費　1,000円（会場費）　定員
５人（先着順）　持ちもの　ゆかた一式、飲
みもの　申し込み・問い合わせ　４日㈮まで
に、電話で東胡蝶流きもの学院（池田☎090
－2061－0324)

第三中学校区まちづくり円卓会
議「夏まつり」
とき　26日㈯午後５時30分～９時　※小雨
決行　ところ　西小学校・グラウンド　内容
音頭取りによる盆踊りや模擬店など　参加
費　無料
問い合わせ　第三中学校区まちづくり円卓
会議（田中☎090－8124－2453）

ワークレッシュの夏まつり
とき　26日㈯午後５時～８時　※雨天決行
ところ　ファンズガーデン（旧くみの木幼稚
園）　内容　ゲーム・食べ物コーナー（模擬店）
参加費　無料
問い合わせ　NPO 法人ワークレッシュファ
ンズガーデン（前西☎366－6960）

プールあそびしよう！
とき　８月第４週までのおおむね週２回（詳
しくは、問い合わせてください）　ところ 
ファンズガーデン（旧くみのき幼稚園）　対象 
３歳までの子どもと保護者　参加費　無料 
持ちもの　水着（ぬれてもよい服装）、帽子、
タオル
問い合わせ　NPO 法人ワークレッシュファ
ンズガーデン（前西☎366－6960)

夏のバドミントン体験教室
とき　６日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰いず
れも午後０時～３時、11日㈷午前９時～午
後０時　ところ　総合体育館・サブアリーナ 
※27日㈰のみ池尻体育館　対象　15歳以上
の人　内容　バドミントンの基礎打ちなど 
参加費　無料　定員　いずれも５人（先着順） 
持ちもの　体育館用の靴、動きやすい服
装、タオル、飲みもの　申し込み ･ 問い合
わせ　参加希望日の前日午後９時までに住
所・名前・年齢・電話番号を電話で S.B.C（西☎
090－2012－6487)。電子メール（kzk-ka@
ezweb.ne.jp）も可

夏休み　親子で広告チラシでカゴ
づくり
とき　25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 
対象　市内に住んでいる子どもと保護者 
内容　いろいろな形のカゴづくり　参加費 
100円（材料費）　定員　５組（先着順）　申し
込み・問い合わせ　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）

発達障がいでお困りの方集まり
ませんか？
とき　６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（会場費など）　定
員　10人（先着順）　申し込み・問い合わせ　５
日㈯までに、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

南海電車千代田工場見学会
とき　10日㈭午後０時30分～３時30分 
※荒天中止　ところ　南海電鉄千代田工場

（河内長野市原町／南海高野線「千代田駅」下
車）　※集合は千代田駅西口　参加費　200
円（保険料、資料代）　定員　50人（先着順） 
※小学３年生以下は保護者同伴　申し込み・
問い合わせ　７日㈪
午後４時までに、電
話でさやか観光会

（髙 橋 ☎090－1224
－3505）

囲碁を通じて仲間づくりをしま
せんか
とき　１日㈫・８日㈫・15日㈫・22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　参加希望日
の前日までに電
話で感知囲碁クラ
ブ（加 藤 ☎080－
3106－5970）

絵本作家さいとうしのぶさんに
よる絵本ライブ
とき　24日㈭午後１時～３時　と こ ろ
SAYAKA ホール・コンベンションホール　内
容　絵本と歌を一緒に楽しむライブとサイ
ン会　参加費　無料　定員　200人（先着順） 
※小学生以下は保護者同伴　申し込み 
23日㈬午後６時までに、名前・子どもの年齢・
電話番号を電話でふきのとう（南川☎365－
4390）
問い合わせ　ふきのとう（尾﨑☎368－2866）

夏休み　お琴と礼法体験講座
とき　５日㈯・19日㈯いずれも午前10時～
11時15分　ところ　市立公民館 ･ 児童室 
対象　市内に住んでいる小学生　内容　一
曲弾けるように練習し、礼法も学ぶ　参加費 
1,000円（琴レンタル代、保険料など）　定員
20人（先着順）　申し込み・問い合わせ　１日
㈫～４日㈮に、電話
またはファクシミリ
でドレミファこども
琴クラブ（髙崎☎FAX・
367－6484）

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　25日㈮午後７時～９時　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
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１人１日あたりのごみ排出量　687 グラム
（前年度同月比　　  ２） 平成 29 年６月平均値
（今年度前月比　△ 65） 

今月の表紙
南第二幼稚園でプール遊びの様子を取材

しました。取材日は 30 度を超す真夏日で、
プールの時間が終わっても園児たちは遊び
足りない様子でした。

編集後記

広報誌作成と並行して「市制施行 30 周年
記念式典」の準備をしています。建築家・安
藤忠雄さんの略歴を拝見すると、エネルギッ
シュな人のようで講演会が楽しみですい

南中学校「ブラサヤマ」の取材をしまし
た。熱心な先生の力で市民を中心とした講
師が50人も集まりました。第１回目でした
がこれから名物イベントになる予感ですあ

広報誌の編集作業は、写真の撮影や取材
を除くと、ほとんどの時間パソコンと向かい
合っているため、目が大変疲れます。熟睡で
きない日も多数。ぐっすり眠りたいですは

このまちにも、ついに「ＮＨＫのど自
慢」がやってきました。いつもテレビで観
ている番組が地元で開催されるなんて。
チャンスがあれば、僕も出てみたいですお

人口 58,029 人（前月比  27）　世帯数 25,132 世帯
女 30,485 人  男 27,544 人 

平成 29 年 6 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 21 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。
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■平成29年度市民公益活動促進補助金申請事
業に関する審査結果
　４月 16 日に実施した公開プレゼンテーションでは、申請団
体による工夫を凝らしたプレゼンテーションが行われました。
市民公益活動促進委員会協働事業評価部会の９人の委員が審
査員となり、５月 30 日に審査を行った結果、入門部門につ
いては１事業、チャレンジ部門については１事業、自立促進
部門については４事業に補助金の交付を決定しました。なお、
この補助金は財源の一部に市民公益活動促進基金を活用して
います。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ　市民協働推進グループ

歌声の部屋
　～青春時代の歌～

とき　７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　対
象　歌が好きな人　内容　ピアノの伴奏で、
60～ 70歳代の青春時代の歌を歌う　参加費 
500円　定員　30人（先着順）　申し込み
･ 問い合わせ　電話で
Song み の あ（下 村 ☎
090－2437－1788)。
ファクシミリ（FAX366－
3346）も可

第２回　もぐらのサラダアート
フェスティバル
　障がいのある人もない人も、いっしょに
アート作品やパフォーマンスを楽しみ、理
解や交流を深めます。
とき・内容　26日㈯午前10時30分～午後４
時／展示・セレモニー・特別ライブ、27日㈰
午前11時～午後３時／展示・セレモニー　と
ころ　「たんぽぽの丘」（山本中／市循環バス

「山本北」バス停下車）　※駐車できる台数に
限りがありますので、できるだけ公共交通
機関を利用してください　参加費　無料

問い合わせ　第2回もぐらのサラダアート
フェスティバル実行委員会（障害者通所施設

「たんぽぽの丘」中田☎289－7503・FAX290－
7153）

楽しんでみよう椅子体操
とき　19日㈯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 
音楽に合わせ、肩こり改善・腰痛予防・血
流促進の体操を行う　参加費　無料　定員 
20人（先着順）　持ちもの　動きやすい服装、
飲みもの、タオル　申し込み ･ 問い合わせ 
18日㈮午後５時までに名前・電話番号を電
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

みんなでピース
～ピースコンサート～

とき　９月２日㈯午後１時30分～３時30分
ところ　SAYAKA ホール・コンベンション
ホール　参加費　300円　定員　150人（先
着順）　申し込み　９月１日㈮までに、電話
またはファクシミリでみんなでピース実行

委員会（上原☎・FAX368－2658）
問い合わせ　みんなでピース実行委員会（上
原☎090－2701－5652)

認知症について知る
とき　６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　ビデオを参考に話し合い
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）

囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　４日㈮・11日㈷・18日㈮・25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　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）

問い合わせ　市民協働推進グループ、市民活動支援センター☎ 366 － 4664

■「チラシ大賞」作品募集
　市民活動団体の広報力の向上のため、「しみんのちから」に
登録する団体の作成したチラシの中から優れたものを選んで、

「チラシ大賞」として表彰し、市役所南館に掲示します。
対象　「しみんのちから」登録団体（登録方法については問
い合わせてください）　応募内容　平成 29 年１月以降に作成
した A ４サイズのオリジナル作品（１団体１点）　審査基準 
わかりやすさ、インパクト、オリジナリティなど　応募方法
平成 30 年１月 31 日㈬までに市民活動支援センターに直接 
表彰　グランプリ１作品、準グランプリ１作品、その他特別
賞など　発表　平成 30 年３月中旬
問い合わせ　市民活動支援センター ･VIC( ☎ 360 － 1011)


