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水彩画「たまむし」･「赤とんぼ」合
同作品展
とき　10日㈬～ 14日㈰午前９時30分～午
後５時 (14日は午後４時まで )　ところ　SA 
YAKA ホール・展示ホール　入場料　無料
問い合わせ　水彩画たまむし（長江☎365－
3966)

空きびんを使ってミニ生け花
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
内容　空きビンでミニ生け花づくり　参加費 
300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)

キッズトランポリン体験
とき　24日㈬・31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　未就学児と保護者　※
首がすわっていれば保護者と一緒に跳べます
参加費　無料　定員　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)

第14回「フォレスト10」水彩画作品展
とき　24日㈬～ 27日㈯午前９時～午後５時

（24日は午前10時から、27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 10（山田☎365－
6030)

発達障がいでお困りの方集まりま
せんか？
とき　７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　定員　10人（先着順）
申し込み・問い合わせ　６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

親子体操楽しいよ！ピポット･アイ
とき　16日㈫・23日㈫・30日㈫いずれも午
前10時～ 11時　ところ　総合体育館 ･ 武道
場　対象　平成26年４月～平成27年11月
生まれの子どもと保護者　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、飲みもの、動
きやすい服装（ジーパン不可）　申し込み ･ 問
い合わせ　参加希望日の前日までに、名前・
子どもの年齢・電話番号を電話でピポット・
アイ（清水☎080－6132－5640)

登校拒否引きこもり問題交流会
～一人または家族だけで悩んでいませんか～
とき　21日㈰午前10時～午後０時　ところ
若もの自立支援センターのびのび（金剛二丁
目）　対象　不登校 ･ 引きこもりの子どもや若
者の保護者、関心のある人　内容　専門家（支
援士）を囲んで経験交流会　参加費　300円 
定員　10人（先着順）　申し込み ･ 問い合わせ
20日㈯午後６時までに電話で登校拒否不登校
問題南河内地域交流会（森岡☎366－9434)。
ファクシミリ（FAX366－9432）も可

第25回大阪狭山写友会写真展
とき　25日㈭～ 28日㈰午前10時～午後５
時（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　大阪狭山写友会（山本☎080－
5308－3829)

楽しんでみよう健康体操
とき　13日㈯ ･14日㈰ ･20日㈯ ･21日㈰い
ずれも①午前10時～ 10時45分、②午前11

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。

時～ 11時45分　ところ　13日・14日／市立
公民館・和室、20日・21日／SAYAKA ホール・
和室　対象　おおむね 50歳以上の人　内容 
①肩こり予防、②椅子を使った腰痛予防　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　申し込み・問い合わせ　参加希望日の前日
までに、名前 ･ 年齢 ･ 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

第65回０歳児OKコンサート
～「マリンバの連弾？！」～

とき　25日㈭午前10時45分開演　ところ　S 
AYAKA ホール・コンベンションホール　内容 
マリンバデュオ　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@s 
oftbank.ne.jp）も可

子育て応援講座「ゆっくりでいい
よ～心育ての離乳食～」
とき　24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）　講師　阿南泰子さん／大阪健康福祉短
期大学講師　参加費　無料　定員　10組(先
着順）　申し込み ･ 問い合わせ　１日㈪～
23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）

さやま探訪シリーズ
とき　10日㈬午前９時30分～午後３時30分 
コース　狭山池・西堤鳥居前（集合）～山本地
区弁財天～稲荷神社～陶器城跡～陶

すえあらた
荒田神社

～市立公民館（解散）　参加費　200円　定員 
50人（先着順）　持ちもの　弁当、飲みもの、
敷きもの　申し込み・問い合わせ　１日㈪午
前10時～９日㈫にさやか観光会（髙橋☎090
－1224－3505）

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　26日㈮午後６時30分～８時30分　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　内容　安心して話せる場で、経
験交流会　参加費　200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

環境フォーラムバスツアー
とき　30日㈫午前７時30分金剛駅・東口集合

（午後５時解散予定）　ところ　パナソニック
エコテクノロジーセンター（兵庫県加東市佐
保）　対象　市内に住んでいる 18歳以上の人 
内容　家電リサイクル見学　参加費　4,000
円（保険料、昼食代など）　定員　20人（多数
の場合は抽選）　申し込み・問い合わせ　11日
㈭までに名前・電話番号・年齢を電話で大阪狭
山市婦人会（橋本☎090－5888－5404）

副池オアシス公園で遊ぼう
とき　20日㈯午前10時～午後０時（雨天の
場合は中止）　ところ　副池オアシス公園・
あずまや　内容　草地の植物を調べる　参
加費　無料　持ちもの　筆記用具、はさみ、
セロハンテープ、植物図鑑
問い合わせ　狭山の副池自然づくりの会（勝
部☎365－5422）

さくらジュニアバンド練習体験
～みんなと一緒に金管楽器を始めませんか～
とき　14日㈰・27日㈯・６月４日㈰・10日㈯
のいずれか１日、いずれも午後０時30分～５
時　ところ　社会教育センター・音楽室　対

象　小学１年生～中学３年生　内容　金管バ
ンド（トランペット・コルネット・トロンボー
ン・アルトホルン・チューバ・打楽器）の練習 
参加費　無料　定員　いずれも 20人（先着
順）　持ちもの　タオル、筆記用具　申し込
み・問い合わせ　参加希望日の前日までに、
電話でさくらジュニアバンド（津田☎090－
1899－1712)。電子メール（sakura_j_b@
yahoo.co.jp）も可

認知症について知る
とき　２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　当事者の語りのビデ
オを参考にして話し合い　参加費　100円

（飲みもの代）　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（野口☎288ー 4381）

和歌山県日高川町ホタル鑑賞バ
スツアー
とき　６月３日㈯午前10時～午後11時（雨天
決行）　※集合・解散は市役所　参加費　中学
生以上4,500円、小学生以下3,000円（食事代
など）　定員　80人（先着順）　申し込み　は
がきに郵便番号・住所・参加者全員の名前・年
齢・電話番号を書いて、〒589－0021今熊一
丁目540－３大阪狭山市商工会館内都市間市
民交流協会事務局。25日㈭消印有効。電子メー
ル（osica_21@yahoo.co.jp）も可
問い合わせ　都市間市民交流協会☎367－
8141
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１人１日あたりのごみ排出量　679 グラム
（前年度同月比  △ 51） 平成 29 年 3 月平均値
（今年度前月比　   31） 

今月の表紙
狭山池公園の桜を撮影しました。満開の時

期は曇りや雨が続きましたが、撮影日は青空が
広がり、近くの保育園から散歩に来ていた子ど
もたちが元気に遊んでいました。

編集後記

人事異動により４月から広報担当になり
ました。初めて行った入学式の取材で緊張し
た様子の新１年生を見て、自分も同じ１年
生だなと気が引き締まる思いがしましたい

30周年記念誌の作成で、市で育ったプ
ロカメラマンが狭山池で桜景色を撮るのに
同行しました。彼女の目で見た狭山池がど
んな風に彩られるのかとても楽しみですあ

４月の上旬は春らしからぬ寒い日が続
き、そのせいか体調を崩していた人が周り
にちらほら。適度な運動と十分な睡眠を心
がけ、健康を保って仕事に励みたいですは

人事異動により、広報に携わることに。
初めて持った一眼レフカメラは、重く、難
しく、新鮮でした。早くカメラに慣れて、
素敵な写真を撮れるようがんばりますお

人口 57,872 人（前月比　△ 78）　世帯数 24,988 世帯
女 30,412 人  男 27,460 人 

平成 29 年 3 月末現在

市の木／さくら　市の花／つつじ

※この広報誌は２万 6,900 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。

 　JICA（国際協力機構）の青年海外協力隊としてバヌアツ共和国に派遣さ

れる柿本彩さんが、３月24 日に古川市長を表敬訪問しました。

 　柿本さんは、エファテ島の北

部に位置するパンナギス村のサウ

ピアヘルスセンターに派遣され、

平成31年３月までの２年間、医

療サービスの提供、医薬品の在庫

管理および住民への健康教育の企

画・実施などを行います。

問い合わせ 　市民協働推進グループ

青年海外協力隊としてバヌアツ共和国へ

古川市長と柿本さん


