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老後の生き方暮らし方懇談会
とき　４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整理
ノートを参考に、「老い」について話し合う　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（野口☎288－4381）

第22回さやま合唱祭
とき　18日㈰午後１時30分開演　ところ
SAYAKA ホール・小ホール　内容　大阪狭
山市合唱連盟の 12団体による各合唱演奏会 
参加費　無料　定員　360人　
問い合わせ　大阪狭山市合唱連盟（塚田☎
365－8603）

子ども合唱体験講座
とき　10日㈯・17日㈯いずれも午後２時～４
時　※希望者は 18日㈰に SAYAKA ホールで
開催する合唱祭にも参加可　ところ　市立公
民館・集会室3（10日）、大集会室（17日）　対
象　市内に住んでいる４歳児～小学生　参加
費　無料　定員　15人（先着順）　申し込み・
問い合わせ　１日㈭～９日㈮に名前・年齢・
電話番号を電話で大阪狭山プリティコーラ
ス（新山☎090－8380－2162)。電子メール
(michi.niiyama@gmail.com) も可

琉球空手を習い、正しい姿勢を
身につけよう
とき　①６日㈫ ･13日㈫、②16日㈮ ･23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　対象　小学生以上の人
内容　呼吸法の動作を学ぶ　参加費　無料 
定員　10人（先着順）　申し込み　参加希望日
の前日までに電話で少林流伝武智流空手（池田
☎080－5352－1271)
問い合わせ　少林流伝武智流空手（原田☎090
－2061－0324)

夏の空手道体験教室
とき　３日㈯・10日㈯いずれも午後４時30分
～６時　※参加はいずれか１日　ところ　第
七小学校・体育館　対象　５歳以上の人（親子
での参加も可）　内容　「礼」から始まる初めて
の空手教室、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、飲みもの　申し込み・問い合わせ　参加希
望日の前日までに電話で NPO 法人青少年文
武育成会（池田☎090－1910－0098)

教育の再生を願って
とき　３日㈯午前11時～午後２時　ところ�
宮本明子自宅（大野西696)　対象　市内に住
んでいる人　内容　さつまいも植え、歌、お
むすびづくりなど野外でのワークショップ 
参加費　500円　定員　40人（先着順）　持ち
もの　タオル、軍手、飲みもの　申し込み・問
い合わせ　２日㈮までに参加者の住所 ･ 名前
･ 年齢（学年）･ 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)。電
子メール (yu-can@ares.eonet.ne.jp) も可

表現者たちの大発表会「Players vol.2」
とき　11日㈰午後５時～８時　ところ　市
立公民館・大集会室　内容　様々なジャンル
の表現団体による演目披露　参加費　無料 
定員　200人（当日先着順）　
問い合わせ　電話で創作・上演サークル「エン
ジテ」（山上☎090－4497－7657）

あじさいを訪ねて河内長野市内を歩く
とき　14日㈬午前９時30分～午後２時30分 
コース　河内長野駅東口（集合）～長野公園～
妙長寺～河合寺～長野神社～河内長野駅（解
散）　※約7.5km　参加費　200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㈭午前10時～ 13日
㈫午後４時に電話でさやか観光会（橘☎090－
1678－7533)

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。

一瑤会書道展 第35回一般部 第
32回学生部
とき　７月１日㈯・２日㈰午前10時～午後５
時（２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　書道研究一瑤会（八島☎365－
6703）

茶華道協会40周年記念講演会・茶会
とき　18日㈰①午後１時～２時、②午後２時
～４時　ところ　SAYAKA ホール・コンベン
ションホール　内容　①講演「南宗寺と利休」
田島碩

せきおう
應老師／南宗寺住職、②琴に合わせて

点前と生け花のアクション　参加費　無料（飲
みもの代が別途必要）　申し込み・問い合わせ
10日㈯までの午後９時～ 10時に電話で大阪
狭山市茶華道協会（加龍☎365－6872）

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）

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　23日 ㈮ 午 後 ７ 時 ～ ９ 時　ところ�
NPO 法人南大阪サポートネット（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　300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

歌声の部屋
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　対象�
歌が好きな人、懐かしい歌を歌いたい人　内
容　童謡・唱歌、青春時代の歌を楽しく歌う 
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
☎080－2437－1788）

第７回フォレスト11絵画同好会水彩
画作品展
とき　27日㈫～ 29日㈭午前９時～午後５時

（27日は午前10時から、29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　フォレスト 11絵画同好会（小藪
☎090－1588－4734)

着付けを覚えよう
とき　３日㈯・10日㈯・17日㈯いずれも午
前10時～午後０時　ところ　社会教育セン
ター・会議室　内容　ゆかた、小紋、袴

はかま
、留袖、

喪服、振袖の着付け　参加費　1,000円　定
員　10人（先着順）　持ちもの　着たい着物一
式、腰ひも（３本）　申し込み・問い合わせ　参
加希望日の前日までに電話で東胡蝶流きもの
学院（桔梗☎090－2061－0324）

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・あずまや
内容　草遊びと生き物観察　参加費　無料 
持ちもの　網、虫かご、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）

親子体操楽しいよ！ ピポット・アイ
とき　6日㈫・13日㈫・20日㈫・27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
など　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）

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�
３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

子育て応援講座「子どもの歯の健
康について」
とき　29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　乳幼児と保護者　内容　（歯科衛
生士による）お話と歯みがきレッスン　参加費�
無料　定員　８組（先着順）　持ちもの　歯
ブラシ　申し込み・問い合わせ　１日㈭～
28日㈬に電話または直接 NPO 法人ワーク
レッシュ ･ ファンズガーデン（燈田☎366－
6960)

広告チラシでカゴづくり
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
内容　いろいろな形のカゴづくり　参加費
100円　定員　５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市民活
動支援センター（武市☎・FAX366－4664）
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１人１日あたりのごみ排出量　691グラム
（前年度同月比　△39）� 平成29年４月平均値
（今年度前月比　　�12）�

今月の表紙
「GO!GO! ふれあいの里ワールド」で子ど

もたちが遊ぶ様子を撮影しました。遊具のな
かでもすべり台は大人気。とびきりの笑顔が
それを証明しています。

編集後記

狭山池まつりに取材に行きました。当日は
天気が良く半袖の人を見かけました。龍神舞
台や模擬店など狭山池全体がおまつりスペー
スになっていて、どのブースも盛況でしたい

表紙の写真は編集者がお気に入りを選ん
だ上で決戦投票します。年齢や性別で好み
が違って面白いです。私が好きなのは「よ
くこの瞬間撮れたな！」という写真ですあ

交通安全教室の撮影へ。外出が増える
この季節は、交通事故の件数も比例して増
加するようです。他人事とは思わず、交通
ルールを守って、安全に留意しましょうは

カメラを持つようになり、日常生活のな
かで、この景色、表情を写真にしてみたい
と思うことが多くなりました。梅雨時。今
しか写せないシーンを撮ってみたいですお

人口�57,941人（前月比��69）　世帯数�25,067世帯
女�30,429人� �男�27,512人�

平成29年４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。

「第13回市民活動団体交流会（まちづくり分野）～つながろう地域の力～」
を開催します
とき　23日㈮午後１時30分から　ところ　市役所南館・講堂　※ 詳しくは、問い合わせてください

〈ＶＩＣ／コンシェルジュ（相談窓口）〉を開設しています
　ＶＩＣ（ビック）では、ボランティアを必要としている市民活動団体やボランティアを体験して
みたいと考えている人の相談、団体活動でのボランティアを行うための問題点などに関する相談
を受け付けています。また、「しみんのちから WEB 版」に情報を掲載して、ＰＲしたいと考えてい
る団体も、窓口で相談してください。
問い合わせ　ＶＩＣ☎360－1011（市民活動支援センター内）

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


