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囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　５日㈮・12日㈮・19日㈮・26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）

日本の抒情歌を外国人と一緒に楽
しく歌うコンサート参加者募集
　３月30日㈮に SAYAKA ホールで開催する
コンサートの参加者を募集します。
とき　第２･ ４土曜日の午前10時～午後０
時　ところ　市立コミュニティセンター ･ 音
楽室　参加費　1,000円　定員　20人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　はがきに郵便
番号・住所・名前・電話番号を書いて、〒589
－0035山本北1285－32グローバル・スクー
ル。電話またはファクシミリ（釼

けんのき
木☎ ･FAX365

－7115）も可。

広告チラシでカゴづくり
とき　26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・電話番号をファクシ
ミリで市民活動支援センター（武市☎・FAX366
－4664）。電話も可。

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　15日㈪午後３時～５時、26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　14日㈰午後１時～２時30分　ところ 
市立コミュニティセンター・会議室　対象 
発達障がいの人や家族　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　13日㈯午後５時までに、住
所・名前・年齢・電話番号を電話で若もの自立
支援センターのびのび（森岡☎090－5968－
0395）。ファクシミリ（FAX367－3469）も可

登校拒否引きこもり問題交流会
とき　14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　不登
校・引きこもりの人や家族　参加費　300円 
定員　10人（先着順）　申し込み・問い合わせ 
13日㈯午後５時までに、住所・名前・年齢・
電話番号を電話で登校拒否不登校問題南河
内交流会（森岡☎090－5968－0395）。ファ
クシミリ（FAX367－3469）も可

第29回街角オアシスin大阪狭山
とき　21日㈰午後１時～３時30分　ところ 
市立公民館 ･ 大集会室　内容　講演「社会課
題を解決するために私達にできること」／迫裕
太さん（京都大学学生団体 SMILE 創設理事）、
大阪府立狭山高校ダンス部によるダンス　参
加費　大人１,000円、高校生以下無料　定員  
100人（先着順）　申し込み・問い合わせ　電
話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☎090－2017－1211)。
ファクシミリ (FAX365－0241)、または電子
メール (yu-can@ares.eonet.ne.jp) も可

歌声の部屋～平成30年初笑い～
とき　15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

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。

第31回水曜スケッチ会水彩画展
とき　24日㈬～ 28日㈰午前９時30分～午後
５時（24日は午前10時30分から、28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　水曜スケッチ会（久馬☎0721－
29－6075)

ストレッチ＆生演奏～体の基本～
とき　21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　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 Piano ＆ Motion

（下村☎090－2437－1788)。ファクシミリ
(FAX366－3346) も可

楽しんでみよう健康体操＠カキラ
とき　27日㈯午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　SAYAKA ホール・和室　対象　概ね 50歳
以上の人　参加費　無料　定員　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　９日㈫９時～ 26日㈮
に名前・年齢を電話で NPO 法人ワーカーズふ
ろむさやま（吉岡☎080－1470－9885)。電子
メール (furomusayama@yahoo.co.jp) も可

老後の生き方暮らし方懇談会
とき　７日㈰午後３時～４時30分　ところ 
さくらの杜

もり

・半田（半田三丁目）　対象　市内
に住んでいる人　参加費　100円（お茶代） 
定員　10人（当日先着順）
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）

第21回講演会「暮らしやすさ」は
みんなでつくる
とき　20日㈯午後２時～３時30分　ところ 
SAYAKA ホール ･ 大会議室　講師　深尾昌
峰さん／龍谷大学政策学部准教授　参加費 
無料　定員　90人（先着順）　申し込み　１日
㈷午前９時～ 16日㈫午後５時に、郵便番号・
名前（ふりがな）･ 年齢・電話番号 ･ メールアド
レス・参加人数を電子メール(sayamaround@
sayamachuentaku.net) で狭山中学校区ま
ちづくり円卓会議。ファクシミリ (FAX366－
8545)、ホームページ (http://www.sayama 
chuentaku.net/) からも可

問い合わせ　狭山中学校区まちづくり円卓会
議情報部会（氏川☎080－1419－8719)

歴史講座「戦国大名北条氏から狭
山藩北条氏へ」
とき　24日㈬午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　市立公民館 ･ 多目的室　内容　小田原北
条五代から狭山藩北条十二代について　参加
費　200円　定員　50人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　４日㈭午前10時～ 23日㈫
午後５時に電話でさやか観光会（谷上☎090－
9719－2121）

餅つきを体験しよう
とき　20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） 
参加費　中学生以上300円、小学生200円、
未就学児100円　定員　10組（先着順）　持ち
もの　エプロン、三角巾　申し込み・問い合
わせ　５日㈮～ 18日㈭に NPO 法人ワーク
レッシュ・ファンズガーデンへ電話または直
接（前西☎366－6960）

傾聴ボランティア養成講座
とき　２月８日㈭・22日㈭いずれも午後１時
30分～４時30分　ところ　市立公民館・多目
的室　対象　市内または近隣に住んでいる人 
内容　傾聴の基礎を講義とロールプレイで学
ぶ　参加費　200円（資料代）　定員　40人

（先着順）　申し込み　はがきに「傾聴ボラン
ティア養成講座参加希望」と、住所・名前・年齢・
電話番号を書いて、〒589－0021今熊一丁
目85大阪狭山市ボランティアセンター。ファ
クシミリ（FAX366－7407）も可。31日㈬必着
問い合わせ　傾聴さやま（東尾☎080－1465
－6630）

ベートーヴェン第九交響曲合唱団
員募集
　５月27日㈰に SAYAKA ホールで開催する
演奏会の参加者を募集します。
とき　28日㈰から月３回　ところ　市立コ
ミュニティセンター　参加費　初心者7,500
円、 経 験 者5,500円、 小 中 学 生 ･ 高 校 生
3,500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

第６回まちづくり活動発表会
とき　２月３日㈯午後１時～４時30分　と
ころ　SAYAKA ホール・大会議室　内容　
さやま未来プランナー、大阪狭山市婦人会、
傾聴さやまへの表彰状と記念品の贈呈、団
体の活動発表、グループワークと発表　参
加費　無料　定員　50人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　13日㈯までに住所・名前・
電話番号・所属団体名・グループワークに参
加を希望する団体（第２希望まで）を、ファ
クシミリ（FAX366－4664）または電子メール
(simin025@yacht.ocn.ne.jp) で市民活動支援
センター

副池オアシス公園で遊ぼう
とき　20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
物のツルで工作体験　参加費　無料　持ちも
の　剪

せんてい
定ばさみ、軍手、持ち帰り用の袋

問い合わせ　狭山の副池自然づくりの会（勝
部☎365－5422）

パワーポイント講習会
とき・内容　①入門編／２月２日㈮ ･ ９日
㈮、②活用編／３月２日㈮ ･ ９日㈮いずれも
午後２時～４時　ところ　市役所南館 ･ 講堂 
対象　市内で活動する団体関係者　参加費 
①②いずれも 700円　※両方受講する場合
は 1,000円　定員　いずれも 10人（先着順） 
持ちもの　パワーポイントが使えるノート
パソコン　申し込み　２日㈫午前９時～２
月１日㈭午後５時に、郵便番号・名前（ふり
がな）･ 電話番号・メールアドレスを電子メー
ル (soumu@osakasayamasc.onmicrosoft.
com) で市民活動支援センター。ファクシミ
リ (FAX366－4664) も可
問い合わせ　市民活動支援センター ICT グ
ループ ( 氏川☎080－1419－8719)

第69回０歳児ＯＫコンサート
～ママのおひざでピアノを聴くよ～

とき　25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　ピアノ独奏　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
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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。

１人１日あたりのごみ排出量　675 グラム
（前年度同月比　△ 20） 平成 29 年 11 月平均値
（今年度前月比　　　9） 

今月の表紙
「おおさかさやまこどもフェスティバル」

の様子を撮影しました。東幼稚園の園児た
ちによるフラフープを使った演技は、大舞
台に映えてとても綺

き れ い
麗でした。

編集後記

人口 58,197人（前月比　30）　世帯数 25,194世帯
女 30,590 人  男 27,607 人 

平成 29 年 11 月末現在

市の木／さくら　市の花／つつじ

今月号の表紙は「こどもフェスティバ
ル」。フォルダの中には和太鼓、ダンス、日本
舞踊などの写真がたくさん…。微笑ましい
写真ばかりで、選ぶのに相当悩みましたい

広報１月号の編集は昨年11月中旬から始
まりました。そのころから年賀状をつくる
ことへの焦りが出はじめますが、結局手を
つけるのは仕事納め後の年末３日間ですあ

明けましておめでとうございます。新
成人の皆さんは、成人式ですね。体調を整
えて、当日は楽しんでください。皆さんの
素敵な写真が撮れるようがんばりますは

新年を迎え、気持ちも新たに。今年は
色々なことに挑戦していきたいです。いい
スタートダッシュを切りたいですが、正月
はとてもダラダラ過ごしてしまいそうなお


