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歌声の部屋「外国の歌」
とき　６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　名前を電話で Song みのあ

（田倉☎090－1959－1998)。ファクシミリ
（FAX366－8910）も可

切り絵の年賀状講習会
とき　17日㈮午後１時30分～３時30分 
ところ　市立公民館・集会室２　内容　年賀
状、ミ二色紙制作　参加費　500円（材料費） 
定員　24人（先着順）　持ちもの　年賀はが
き（あれば）　申し込み・問い合わせ　１日㈬
～ 16日㈭に住所・名前を電話またはファク
シミリできりえ狭山あじさいの会（安本☎・
FAX368－1819）

第８回南河内のつどい
～まきこもう！若い世代～

とき　25日㈯午後１時～午後４時　ところ�
大阪大谷大学（富田林市錦織北／近鉄長野線

「滝谷不動駅」下車）　内容　【第一部】講演「若
者による地域参加～その阻害要因・成功事
例～」小林政夫さん／大阪ボランティア協会
ボランティアコーディネーター、【第二部】学
校や市民公益活動団体によるパネルディス
カッション　参加費　無料　定員　200人

（先着順）　申し込み・問い合わせ　18日㈯ま
でに住所・名前・電話番号・所属（なしの場合
は不要）・参加する部をファクシミリで市民
活動支援センター（FAX366－4664）。電子メー
ル（simin025@yacht.ocn.ne.jp）も可

邦楽・洋楽と俳句を楽しむ邦楽ふ
れあいコンサート
とき　19日㈰午後１時開演　ところ　SA 
YAKA ホール・小ホール　曲目　「秋の初風」、

「加賀の月」、「もののけ姫」ほか　入場料　無
料　定員　300人（先着順）　申し込み・問い

合わせ　電話で邦楽コンサート実行委員会
（寺田☎366ー 8339）

秋季バドミントン体験会
とき　５日㈰･12日㈰･19日㈰･26日㈰いず
れも午後０時～３時　ところ　総合体育館 
※ただし 19日は池尻体育館　対象　15歳
以上の人　内容　シャトルを打ってバドミ
ントンの楽しさを体験する　参加費　無料 
定員　いずれも５人（先着順）　持ちもの�
上靴、体操服、タオル、飲みもの　申し
込み・問い合わせ　参加希望日の前日まで
に、名前・年齢・性別を電話で S.B.C（西☎
090ー 2012ー 6487)、電子メール (kzk-ka@
ezweb.ne.jp) も可

認知症について知る
とき　12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　「本人の思いを受け
止める」をテーマに、参加者同士で話し合う 
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）

ステンドグラスクラブ作品展
とき　25日㈯・26日㈰いずれも午前９時～
午後７時　ところ　市立公民館・展示フロア 
入場料　無料
問い合わせ　ステンドグラスクラブ（菊池☎
090－8933－0941）

家事家計講習会
とき　16日㈭午前10時～ 11時30分　と
ころ　社会教育センター・第一会議室　対象�
20歳～ 60歳の人　内容　家計簿やバランス
のよい食事について　参加費　300円（資料
代）　定員　15人（先着順）　持ちもの　筆記
用具　申し込み・問い合わせ　電話で大阪友
の会・金剛長野方面（岩根☎237－3831）

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。

囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　10日㈮・17日㈮ ･24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)

親子体操楽しいよ！ピポット・アイ
とき　７日㈫ ･14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　いずれも 10人（先着順）　持ちも
の　タオル、バスタオル（運動用）、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)

大阪狭山水彩画同好会展
とき　29日㈬～ 12月３日㈰午前９時30分
～午後５時（29日は午前10時30分から、12
月３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　大阪狭山水彩画同好会 ( 大村☎
294－3650)

第51回こども文化祭
とき　12日㈰午前10時～午後３時　ところ
市立公民館　内容　こども会壁新聞展示、和
太鼓の演奏や体験、表現組踊りのワークと
発表、カプラ体験、様々な手づくり工作体験、
模擬店（有料）など
問い合わせ　大阪狭山市こども会育成連絡
協議会（小谷☎090－3168－2867)

大阪狭山書道協会展・第15回記念
展併催ジュニア展
とき　11日㈯・12日㈰午前10時～午後５時 
ところ　SAYAKA ホール・展示ホール、コン
ベンションホール　入場料　無料　※ミニ
作品がもらえる抽選があります
問い合わせ　大阪狭山書道協会事務局（森☎
090－4302－8784）

楽しんでみよう健康体操＠椅子
カキラ
とき　29日㈬ ･12月６日㈬いずれも午後１
時30分～３時　ところ　市立コミュニティ
センター・多目的室２　対象　50歳以上の人 
参加費　無料　定員　いずれも 15人（初め
ての人優先、先着順）　持ちもの　タオル、
飲みもの、動きやすい服装　申し込み・問い
合わせ　参加希望日の前日までに名前・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

七五三･成人式 ･入学式のため
に着つけを学ぼう
とき　４日㈯・11日㈯・25日㈯いずれも午前
10時～午後０時（全３回）　ところ　社会教
育センター・会議室　対象　七五三、入園・
入学式を迎える子どもの保護者、成人式を
迎える人　内容　着物を一人で着られるよ
うに指導（簡単着つけ）　参加費　１回1,000
円　定員　５人（先着順）　持ちもの　着た
い着物一式、腰ひも３本、足袋　申し込み･
問い合わせ　電話で東胡蝶流きもの学院（桔
梗☎090－2061－0324)

親子であそぼう
とき　10日㈮午前10時30分～ 11時30分 
ところ　ファンズガーデン（旧くみの木幼
稚園）　対象　未就園児と保護者　内容�
体を使ったあそび、絵本読みきかせ、手あ
そび　参加費　無料　定員　10組（先着順） 
申し込み・問い合わせ　電話または直接
NPO 法人ワークレッシュ・ファンズガーデ
ン（前西☎366－6960）

子ども服交換会
とき　23日㈷午後２時～４時　ところ　市
立公民館・大集会室　内容　着られなくなっ
た子ども服のリサイクル交換会、ワーク
ショップ　持込期間・場所　16日㈭・17日㈮
いずれも午前10時～午後２時、21日㈫午後
１時～３時にきらっとぴあ（男女共同参画推
進センター）、または当日に市立公民館　※
服を持参しない人も当日無料で３着まで持
ち帰り可　参加費　100円　
問い合わせ　Let's チェンジ隊（村上☎080－
1475－6706）

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　13日㈪午後３時～５時、24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

発達障がいでお困りの方集まり
ませんか
とき　５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�
経験交流会など　参加費　200円（会場代な
ど）　定員　10人（先着順）　申し込み・問い
合わせ　４日㈯までに電話で若もの自立支
援センターのびのび（森岡☎367－3469）

うたごえ喫茶part.42
～ あの歌 ･ この歌、リクエスト！～

とき　30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　ピアノとキーボードの伴奏で唱歌、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　900円（当日1,200円、喫
茶料含む）　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

狭山の副池自然づくりの会
とき　18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　畑で育てたコキアでホウキづくり 
参加費　無料　持ちもの　硬めのクシかブ
ラシ　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）
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１人１日あたりのごみ排出量　681グラム
（前年度同月比　△27）� 平成29年9月平均値
（今年度前月比　△23）�

今月の表紙
10月８日に南第三小学校で行われた運動

会の騎馬戦の様子を撮影しました。児童た
ちの笑顔や勇敢な眼差しがとても輝いてい
ました。

編集後記

文化祭や体育祭、市制施行 30 周年記念イ
ベントなど、これからの季節は市内各所で開
催されるイベントが増えます。カメラを持っ
て取材に出かける日々が増えそうですい

プライベートで他市の広報に取材されま
した。できあがった誌面を見ると、写真も
記事も素晴らしく、うれしいやら悔しいや
ら。うちも負けないページをつくりたいあ

暑い夏が過ぎて、やっと涼しくなったか
と思えば、雨が降り続く日々。天気はどう
することもできませんが、屋外のイベント
の日は晴れてほしいなといつも思いますは

J：COMの番組に出演させていただきま
した。テレビに映る自分を見ると、とても
違和感がありましたが、これからも場所を
問わずに市をPRしていきたいと思いますお

人口�58,134人（前月比　53）　世帯数�25,179世帯
女�30,551人� �男27,583人�

平成29年9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。

コキア



□アニメ映画「無念」（上映時間55分）　
12月２日㈯午前10時30分から／大集会室　定員　100人（当日先着順）
福島の被災者のあるがままを知って欲しいとの想いから作成されたアニメ作品。
浪江町の消防団長を主人公に、震災時、震災後当時の様子が描かれている。

市立公民館・図書館
午前 10時～午後 4時 30 分

２
日
土
・
３
日
日
共
通

日

ば ざん いば ざん い

に　げん

フェスタフェスタにんげんにんげん
12 月２日㈯・３日㈰

12月４日㈪～10日㈰は第69回人権週間です。
今年度のテーマは「みんなで築こう　人権の世紀～考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心～」

□共に手をつなごう作品展
市内の小・中学校支援学級の児童・生徒、障がい者地
域活動支援センター、あんずの会アプリコットホームの
利用者による作品の展示

□「自分が好き」のコーナー
市内の幼稚園・保育所（園）などの年長クラスの園児が
描いた作品「自分の顔と自分の好きなところ」を展示

□男女共同参画推進センターコーナー
きらっとぴあ（男女共同参画推進センター）による展示

□こども壁新聞　　
市内のこども会の子どもたちが制作した壁新聞の展示

□展示「今、私からのプレゼント」
ひきこもり体験のある若者による作品展示・販売
ＮＰＯ法人南大阪サポートネット

□オレンジリボンキャンペーン
子ども虐待防止をめざす運動を展示
民生委員児童委員協議会

□ほっこりの仲間たち作品展
脳卒中の後遺症を持つ人の作品などを展示

□図書館・人権図書特設コーナー
図書館で、人権をテーマにした図書の特設コーナー
を設置

問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

入場
無料土

大阪狭山市精神障がい者理解促進事業・講演会
□「あきらめないでやってみた」

　　～啓発落語から学ぶ精神障がい～
午後３時10分～４時45分／大集会室
講師　村上貴栄さん／関西医科大学総合医療セン
ター精神保健福祉士、またき亭いっぱいさん　
定員　100人（当日先着順）
地域活動支援センターいーず☎367ー3990

□つくってみようクリスマスツリー
午前10時～午後４時30分／多目的室
人権擁護委員

□ワークショップ「思いやりの心・協力する心の
見える遊び」
午前10時～午後０時30分／集会室３　
定員　30人（当日先着順）
大阪狭山市レクリエーション協会

□虹をえがこうワークショップ
午前10時から／集会室１　 
脳卒中の後遺症や片まひのある人のためのワーク
ショップ。みんなで大きな虹をえがきます。

□軽食の販売
日本語よみかき教室「てとてとクラブ」

□フランクフルトと手づくり石けんの販売
地域活動支援センター「はっぴい²」

□手づくりクッキーの販売
地域生活総合支援センター「ワークくみのき」

□喫茶（コーヒー）
青少年指導員

□ポップコーン、手づくり商品の販売
地域活動支援センター「さつき」

□ことばについて考えよう・放送禁止歌をきく
午後１時30分～３時30分／集会室２

□人権に関する絵本の読み聞かせ
午後１時30分～２時10分／図書館・おはなしの部屋
さやまおはなしの会

３
日

２
日

なすびはなぜエベレストに登ったのか
ふるさとふくしまへの想いと願い～なすびなりの応援の形～

講師　なすびさん／タレント、俳優
福島県出身。日本テレビ系「進ぬ！電波少年」の企画「電波少年的懸賞生
活」で一躍注目を浴び、本格的に芸能界デビュー。東日本大震災以降、
福島県の復興のための応援活動を開始。その一環として、登山未経験
ながらも「元気と勇気」、「夢と希望」を福島へ届けたいと、世界最高峰の
エベレスト登頂をめざす「なすびのエベチャレ」を敢行し、四度目の挑
戦にして悲願を達成。現在、あったかふくしま交流大使としても活動中。
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琉球空手を習い正しい姿勢を身
につけよう
とき　①７日㈫ ･14日㈫、②17日㈮ ･24日
㈮、③18日㈯ ･25日㈯いずれも午後６時～
７時　ところ　①南第二小学校 ･ 体育館、
②市立コミュニティセンター・フィットネス
ルーム、③第七小学校 ･ 体育館　対象　小
学生以上　内容　呼吸法の動作を学ぶ　参
加費　無料　定員　いずれも 10人（先着順） 
申し込み・問い合わせ　電話で少林流伝武智
流空手（池田☎080－5352－1271)

身近な子どもへの理解とかかわ
りについて
とき　29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
たちの気になる仕草や言葉の理由を理解し
て、より自分らしく力を発揮し成長させる方
法を学ぶ　講師　藤原瑞穂さん／臨床心理士
　参加費　無料　定員　90人（先着順）　申し

込み　28日㈫までに名前・電話番号をファク
シミリ（FAX366－8545）で狭山中学校区まちづ
くり円卓会議。電子メール（sayamaround@
sayamachuentaku.net) も可
問い合わせ　狭山中学校区まちづくり円卓
会議（津久井☎090－9995－0816）

さやま北東部散策
とき　22日㈬午前９時30分～午後２時30
分　集合場所　南海高野線「狭山駅」西側 
内容　西迎寺（東野中三丁目）などを散策 
参加費　300円　定員　50人（先着順）　持
ちもの　弁当、飲みもの　申し込み・問い合
わせ１日㈬～ 20日㈪に電話でさやか観光会

（谷上☎090－9719－2121）

まちづくり大学公開講座
とき　11日㈯午後２時～３時30分　ところ�
SAYAKA ホール・大会議室　内容　「市民協
働を、改めて共に考えよう。これからのま

ちづくりに向けて」　講師　髙林正啓／大阪
狭山市副市長　参加費　無料　定員　50人

（先着順）　申し込み・問い合わせ　６日㈪ま
でに、電話で市民活動支援センター（☎366
－4664）。または、市役所市民協働推進グ
ループ、市立公民館、市立コミュニティセン
ター、市民活動支援センターにある申込用
紙に必要事項を書いて、ファクシミリ（FAX366
－4664）も可

手芸講習
　エプロンドレスの形をしたアクリルタワ
シをつくります。
とき　13日㈪午後１時30分～４時（受付は
午後１時から）　ところ　市立公民館・多目
的室　対象　18歳以上の人　定員　20人

（多数の場合は抽選）　参加費　200円（保険
料含む）　持ちもの　かぎ針（６号または７
号）、はさみ　申し込み・問い合わせ　９日
㈭までに、電話で大阪狭山市婦人会（橋本☎
090－5888－5404）

とき　12月２日㈯午後１時開演（午後０時15分開場）
ところ　市立公民館・大集会室　
定員　150人（当日先着順）
手話通訳・要約筆記あり
保育あり　※就学前までの子ども、５人（当日先着順）

講
演

入場
無料

問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

人権を考える
市民のつどい
2017 震災と人権

オープニング　和太鼓演奏／大阪狭山市障がい者地
域活動支援センター和太鼓クラブ


