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文化協会まつり
とき　18日㈰午後１時30分～４時　ところ
SAYAKA ホール・コンベンションホール　内
容　日本舞踊・落語などの舞台発表　入場料
無料（呈茶席300円）　定員　150人（先着順）
問い合わせ　大阪狭山市文化協会（松尾☎
365－7238）

創作オリジナル講談「狭山藩ＺＥ 
ＲＯ代北条氏規」
とき　３月４日㈰午後２時開演　ところ�
SAYAKA ホール・小ホール　内容　上方女
流講談師五代旭堂小南陵による狭山藩北条
氏をひもとく講談、女流落語家露の眞

まこと
によ

る落語　参加費　1,000円（全席自由）　定員 
300人　申し込み　SAYAKA ホール・チケッ
トカウンターへ直接
問い合わせ　スマートライフサポート・ソピ
ア（今村☎090－9289－3100)

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）

親子で一緒にできる空手教室体験
とき　17日㈯午後５時～６時　ところ　社
会教育センター・会議室２　対象　５歳以上
の人　内容　古くから伝わる伝統の空手道
で礼儀や身体バランスの確認　参加費　無
料　定員　５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�
16日㈮までに電話で 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

楽しんでみよう健康体操カキラ
とき　①３日㈯・②17日㈯・③24日㈯いず
れも午前10時～ 11時30分　ところ　①②
市立コミュニティセンター・多目的室２、③
SAYAKA ホール・和室　対象　おおむね 50
歳以上の人　内容　音楽に乗せて楽しく動
く（①②椅子使用、③床上）　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時から参加
希望日の前日午後５時までに名前・年齢を
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

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
参加費　100円　定員　５人（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）

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　植
物や虫の冬越しを観察する、腐葉土の切り返
し　参加費　無料　
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　５日㈪午後３時～５時、23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

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。

子育て応援講座「わたしも子ども
も大切に～いい母親って？～」
とき　16日㈮午前10時30分～午後０時 
ところ　ファンズガーデン（旧くみの木幼稚
園）　講師　北野真由美さん／ NPO 法人え
んぱわめんと堺／ＥＳ　参加費　無料（保育
１人につき 300円）　定員　20人（先着順） 
申し込み・問い合わせ　１日㈭から電話また
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）

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　安心して老いを迎
える方法を参加者同士で話し合う　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）

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　18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 ･ 年齢を電話またはファクシ
ミリで Piano ＆ Motion（下村☎090－2437
－1788、FAX366－3346) 

歌声の部屋
～普通の歌声ではないみのあへどうぞ～

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、歌唱など脳に刺激を与える　参加費�
500円　定員　30人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　名前を電話またはファクシミリ
で Song みのあ（田倉☎090－1959－1998、
FAX366－8910)

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・武道場など　対象　１歳６か月～４歳
０ヶ月の子どもと保護者　内容　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）、シューズ　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（清水☎080－6132－5640)

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・家族　参加費　300円（会場代など） 
定員　10人（先着順）　申し込み・問い合わせ�
３日㈯午後５時までに住所・名前・年齢・電話
番号を電話またはファクシミリで登校拒否
不登校問題南河内交流会（森岡☎090－5968
－0395、FAX367－3469）

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・家族　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㈯午後５時までに住所・名前・年齢・
電話番号を電話またはファクシミリで若も
の自立支援センターのびのび（森岡☎090－
5968－0395、FAX367－3469)

健康料理教室
～鶏むね肉でアンチエイジング～

とき　20日㈫午前10時～午後１時（受付は午
前９時30分から）　ところ 市立公民館・調理
実習室　対象　18歳以上の人　参加費　500
円（保険料含む）　定員　10人（先着順）　持ち
もの　エプロン、三角巾、筆記用具　申し込み・
問い合わせ　８日㈭までに電話で大阪狭山市
婦人会（橋本☎090－5888－5404）

キッズトランポリン体験
とき　１日㈭・８日㈭・15日㈭・３月１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　
幼児と保護者（首がすわっていれば０歳から
保護者と参加可）　内容　トランポリン体験 
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（仲野☎
090－1952－5795）

ぼくたちの「BOSAI」
とき　３月４日㈰午前９時30分～午後１
時30分　※雨天決行　ところ　市民ふれ
あいの里　対象　５歳～小学４年生　内
容　遊びながら防災知識を学ぶ　参加費�
100円　定員　20人（先 着 順）　申し込
み・問い合わせ　１日㈭から 15日㈭まで
に住所・名前・年齢・電話番号を電話で日本
ボーイスカウト狭山第１団（野村☎366－
4999)。電子メール (nomura123@gaia.
eonet.ne.jp) も可

袴
はかま

と振袖の着付けを学ぼう
とき　３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　対象　入園・入学・卒業式などで着物を
着たい人　内容　自分で着られるコツを学
ぶ　参加費　1,000円　定員　10人（先着
順）　持ちもの　当日着る着物一式　申し込
み・問い合わせ　電話で東胡蝶きもの学院（池
田☎090－2061－0324)

ホンダ学園校内見学＆食堂でランチ
とき　14日㈬午前９時30分～午後３時 
コース　市立公民館（集合・スタート）～三津
屋地蔵～太師堂～ホンダテクニカルカレッ
ジ関西～正法寺～市立公民館（ゴール）　参加
費　700円（資料代、保険代、昼食代）　定員�
50人（先着順）　持ちもの　飲みもの　申し
込み・問い合わせ　１日㈭午前10時から 10
日㈯午前10時までに電話でさやか観光会（上
堀☎090－6737－0462）

文化協会バスツアー
とき　26日㈪午前８時30分～午後５時 
集合場所　保健センター南側　内容　宝
塚歌劇月組公演と中山寺の観梅　参加費
12,000円　定員　40人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　１日㈭から電話で大阪狭山
市文化協会（寺田☎366－8339)

第32回アゼリア展
とき　21日 ㈬ ～ 25日 ㈰ 午 前9時30分 ～
午後５時（25日は午後４時まで）　ところ
SAYAKA ホール・展示ホール　内容　絵画展
入場料　無料
問い合わせ　アゼリア（新田☎366－2016）
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１人１日あたりのごみ排出量　717グラム
（前年度同月比　△37）�平成29年12月平均値
（今年度前月比　　42）�

今月の表紙
１月 18 日、ぽっぽえんで開催された「節

分制作」の様子を撮影しました。子どもた
ちは小さな手で一生懸命作業に取り組んで
いました。

編集後記

人口�58,232人（前月比　35）　世帯数�25,200世帯
女30,605人� �男27,627人�

平成29年12月末現在

市の木／さくら　市の花／つつじ

※この広報誌は２万 6,800 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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この号をもって広報担当から卒業するこ
とになりました。広報編集ソフトもカメラも
結局、使いこなせないまま…。３月号からは
一読者に戻り広報を読みたいと思いますい

昨年雨で中止になった出初式。一昨年
までは一緒に行って楽しんでいた息子が、
今年はもう消防車ブームが過ぎて興味を示
してくれず。ちょっと寂しい母でしたあ

年が明けて、１か月が経ちました。寒
い日が続くこの季節は、風邪などの病気だ
けでなく、路面の凍結による事故なども多
発します。出かける際は注意しましょうは

成人してから５年。新成人に負けじと、
心の奥底に眠るあのフレッシュな気持ちを
掘り起こしたいです。掘ったものの、消失
していたということがありませんようにお


