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囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　６日㈮・13日㈮ ･20日㈮ ･27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)

第27回七彩同好会水彩画展
とき　10日㈫～ 14日㈯午前９時30分～午
後５時（10日は午前10時から、14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　七彩同好会（箭島☎080－8347
－8881）

第10回楽雅喜水彩画展
とき　４日㈬～７日㈯午前９時～午後５時

（７日は午後４時まで）　ところ　市立公民
館・展示フロア　内容　熟年大学一期美術科
卒業生による 10周年記念作品の展示　入場
料　無料
問い合わせ　楽雅喜（溝口☎366－4463)

第25回大阪狭山美術展・ジュニ
ア展
とき　22日㈰～ 29日㈰午前９時30分～午
後６時30分（29日は午後５時まで）　ところ 
SAYAKA ホール・コンベンションホール、展
示ホール　内容　洋画・日本画オリジナル作
品と市内の保育園・幼稚園児、小・中学生の
作品展示　入場料　無料
問い合わせ　大阪狭山美術協会（小川☎0721
－28－4622）

さやま「をどり」の会
とき　28日㈯午前10時30分～午後４時30

分　ところ　SAYAKA ホール ･ 大ホール　内
容　日本舞踊、新舞踊、民謡の披露　入場料 
無料
問い合わせ　さやま「をどり」の会（山本☎080
－5702－4173)

芸術祭でさやま音頭を踊ろう！
とき　28日㈯午後１時から　ところ　SAYA 
KA ホール・大ホール　対象　市内に住んで
いる踊りが好きな人　参加費　無料　定員 
100人（先着順）　申し込み・問い合わせ　１
日㈰～20日㈮に電話でさやま音頭保存会（神
野☎366－6906）

第28回街角オアシス in大阪狭山
とき　22日㈰午後１時～３時30分　ところ 
宮本邸（大野西696)、大野公民館（大野西
583）　内容　親子でさつまいも堀り、野菜系
シンガーソングライター谷井翔一さんによる
ワークショップ　参加費　1,000円、高校生
500円、中学生以下無料　定員　20組（先着
順）　持ちもの　タオル、飲みもの　申し込
み・問い合わせ　20日㈮までに、住所・名前・
電話番号を電話またはファクシミリで街角オ
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

第68回０歳児OKコンサート
～ステキな歌声がひびくよ！～

とき　11月13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　ソプラノ独唱　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-ko 
ngou2005@softbank.ne.jp) も可

楽しもう！クラシック！音楽ア・
ラ・カルト　PART7
とき　11月８日㈬午後６時30分～８時30

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。

分、９日㈭ ･10日㈮いずれも①午後１時30
分～２時10分、②午後２時30分～３時10分 
ところ　SAYAKA ホール ･ 小ホール　内容 
11月８日／ソロピアノリサイタル、９日／①
マリンバ連弾、②ソプラノ独唱、10日／①
管楽器トリオ、②ヴィオラ独奏 ･ ピアノ独奏 
入場料　11月８日／1,500円（当日1,800円、 
高校生、小・中学生1,000円）、９日・10日／い
ずれも１公演800円（当日1,000円）、同日２
公演通し券1,300円（当日1,500円）　※ 介添
えの必要な障がい者の付き添い１人無料。未
就学児は親子席で鑑賞可　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　※SAY 
AKA ホールでも入場券を販売

歌声の部屋「恋の歌」
とき　２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　電話で Song みのあ（田倉☎090－
1959－1998)。ファクシミリ（FAX366－8910）
も可

念照寺で講話を！
とき　25日㈬午前９時30分～11時30分　集�
合場所　南海高野線「北野田駅」改札　内容 
念照寺で大阪狭山市に関する物語を聞く　参
加費　200円　定員　50人（先着順）　持ちも
の　飲みもの　申し込み・問い合わせ　23日
㈪までに電話でさやか観光会（谷上☎090－
9719－2121)

ストレッチ＆生演奏
とき　29日㈰午後１時30分～４時30分　と�
ころ　市立コミュニティセンター ･ 音楽室 
対象　身体と心をほぐしたい人　内容　体
をさびつかせないストレッチと心を癒すピ
アノの生演奏　※先着２人には姿勢チェッ
クあり　参加費　500円　定員　30人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　電話で Piano& 
Motion( 下村☎090－2437－1788)。ファク
シミリ（FAX366－3346）も可

初級・中級「テニス講習会」
とき　11月11日㈯・18日㈯・25日㈯いずれ

も午後１時～２時30分（雨天中止）　ところ 
南青少年運動広場　対象　市内に居住・通勤
する 20歳以上の人　内容　実践的な基本プ
レーの習得　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　参加
希望日の前日までに電話で大阪狭山テニスク
ラブ（上田☎090－3866－4354)。電子メー
ル（u-e-d-a.3@ezweb.ne.jp）も可

親子体操楽しいよ！ピポット・アイ
とき　10日㈫ ･17日㈫ ･24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、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)

初心者のためのハングル勉強会
とき　16日㈪午後７時～７時45分　ところ 
SAYAKA ホール ･ 大会議室Ｓ　内容　韓国
ドラマ、K-POP、韓国旅行を楽しむための韓
国語講座　参加費　500円　定員　20人（先
着順）　申し込み・問い合わせ　14日㈯まで
に電話でハングル勉強会（ソ☎080－3765－
3034)。電子メール（korsensei@gmail.com）
も可

子育て応援講座
～「子どものため」って？～

とき　26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） 
対象　子育て中の保護者、テーマに関心の
ある人　講師　長瀬美子さん／大阪大谷大学
教授　参加費　無料（保育1人につき 300円） 
定員　30人（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）

くすりの正しい使い方
とき　11月18日㈯午後２時～３時30分　と�
ころ　SAYAKA ホール・大会議室　内容　薬
の副作用、飲み合わせ、多剤服用の問題な
どについての講演　講師　柚本アヤ子さん
／元立命館大学薬学部講師　参加費　無料 

定員　90人（先着順）　申し込み　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、18日㈬～ 11月16日㈭に
電子メールで狭山中学校区まちづくり円卓会
議（sayamaround@sayamachuentaku.net)。
ファクシミリ（FAX366－8545）、またはホーム
ページ（http://www.sayamachuentaku.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）

認知症について知る
とき　１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　認知症の人の介護につい
て、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）

発達障がいでお困りの方集まり
ませんか？
とき　１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　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

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　２日㈪午後３時～５時、27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（stepbyst 
ep2014.04.01@gmail.com）も可

狭山の副池自然づくりの会
とき　21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　木の実で動物や昆虫の工作　参加費�
無料　持ちもの　木工用ボンド、紙箱、ビニー
ル袋　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　704グラム
（前年度同月比　△22）� 平成29年8月平均値
（今年度前月比　　�27）�

今月の表紙
市制施行（1987年）頃の写真です。狭山池

周辺をはじめ、この 30年で大きく変化した
ことがわかります。大阪狭山市はこれから
も未来に向けて成長してゆきます

編集後記

今年は「30 周年記念事業」と題しイベン
トが市内の各地で行われています。先日取材
した防災学習講演会もその一つで、災害に対
する日常の備えの大切さを実感しましたい

30周年記念式典を前に、様々な業務が
大詰めを迎えています。一年以上かけて進
めた作業が形になり感無量、というよりも
やっと終わってほっとしているのが本心あ

いよいよ、大阪狭山市は10月１日で、
市制施行30周年を迎えます。記念式典の準
備や、市勢要覧の編集などでめまぐるしい
日が続きますが、もう少しがんばりますは

のど自慢に続き、ラジオ体操もやって
きました。当日は絶好の天気。澄みきった
青空と朝日のもと、大勢の参加者はとて
も気持ちよさそうに体操していましたお

人口�58,081人（前月比��64）　世帯数�25,162世帯
女�30,519人� �男�27,562人�

平成29年8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 24 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。


