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不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
とき　28日㈮午後７時～９時　ところ　N 
PO 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　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

うたごえ喫茶Part.41
～たなばたに願いをこめてうたいましょう～
とき　６日㈭午後２時30分開演　ところ　S 
AYAKA ホール ･ コンベンションホール　内
容　ピアノとエレクトーンの伴奏で、唱歌
･ 抒情歌 ･ ポップスなどを歌う　定員　100
人（先着順）　入場料　前売／ 900円、当日／
1,200円（いずれも喫茶料含む）　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

夏の空手道体験教室
とき　８日㈯・15日㈯いずれも午後４時30
分～５時30分、午後５時～６時　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
めての空手体験、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)

お琴・三味線体験講座
とき　20日㈭・８月３日㈭いずれも午前10
時～ 11時30分（全２回）　ところ　市立公民
館 ･ 和室　対象　市内に住んでいる中学生
以上の人　参加費　2,000円（２回分）　定員 
15人（先着順）　申し込み・問い合わせ　１日

㈯午前９時～ 19日㈬午後５時に、電話で邦
楽グループ「輪」（寺田☎366－8339）

スーパーサマーコンサート
～超一流の音楽を聴いてほしい～

とき　17日㈷午後２時開演　ところ　SAYAK 
A ホール ･ 小ホール　対象　小学生以上の人 
内容　澤和樹のヴァイオリン、Ｉ・リシェツキの
ピアノによる競演　入場料　前売／2,000円、
当日／2,500円、小学生～高校生／1,000円 
※介添えの必要な障がい者の付添１人無料　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.n 
e.jp）も可

楽しんでみよう健康体操
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 ･ 多目的室 
対象　おおむね 50歳以上の人　内容　椅子
に座って体操　参加費　無料　定員　20人

（先着順）　持ちもの　動きやすい服装、飲み
もの、タオル　申し込み ･ 問い合わせ　14日 
㈮午後５時までに、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@yaho 
o.co.jp）も可

心と身体　楽しく動かしましょう！
～いきいきとした健康生活のために～

とき　８月19日㈯午後２時～３時30分　と 
ころ　市役所南館・講堂　対象　運動不足や健
康が気になる人　内容　健康な生活を送るた
めの体操やトレーニングを学ぶ　講師　池島
栄治郎さん／NPO 法人みんなのスポーツ協
会事務局長　参加費　無料　定員　30人（先
着順）　持ちもの　動きやすい服装　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、20日㈭から電子メー
ルで狭山中学校区まちづくり円卓会議 (saya 
maround@sayamachuentaku.net)。 フ ァ

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。

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（氏川☎080－1419－8719)

囲碁を楽しみ絆を広めよう
とき　７日㈮・14日㈮・21日㈮・28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）

第66回０歳児OKコンサート
～フルートとピアノの Nice Harmony ～
とき　８月３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 
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

副池オアシス公園で遊ぼう
とき　15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　副池オアシスの散策と生きものの観
察　参加費　無料　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）

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　ビデオを参考に話し合い 
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）

のぞいてみよう　絵本の世界
とき　13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） 
内容　絵本について学び、子どもに伝える 

講師　山岡喜美江さん／元新金岡センター
保育園園長　参加費　無料　※保育希望者
は、１人につき 300円が必要　定員　10人

（先着順）　申し込み ･ 問い合わせ　３日㈪～
12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）

発達障がいでお困りの方集まり
ませんか
とき　２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　１
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

着付けを覚えて、ゆかたで夏ま
つり
とき　１日㈯･８日㈯･15日㈯・22日㈯のいず
れか１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（６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)

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　16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
を囲んで交流会　参加費　300円（お菓子代
など）　定員　10人（先着順）　申し込み ･ 問
い合わせ　15日㈯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

健康講座
とき　14日㈮午前10時～午後０時　ところ  
市立公民館・大集会室　対象　市内に住んで
いる 18歳以上の人　内容　脳トレ、筋トレ、
ストレッチ、さやま音頭　参加費　100円

（保険料含む）　定員　20人（多数の場合は抽
選）　持ちもの　動きやすい服装、飲みもの 
申し込み・問い合わせ　６日㈭までに、電話
で大阪狭山市婦人会（橋本☎090－5888－
5404）

琉球空手を習い、正しい姿勢を
身につけよう
とき　①４日㈫ ･11日㈫・②７日㈮ ･14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１
年生以上の人　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・問い合わせ　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)

夏休み　広告チラシでカゴづくり
とき　28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　対象　市内に住んでいる子どもと保
護者　内容　いろいろな形のカゴをつくる 
参加費　100円　定員　５組（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）

演劇公演「ドブルステーンは、天
高く」
とき　８日㈯午後６時～７時30分、９日㈰
午後１時～２時30分　ところ　市立公民館・
大集会室　入場料　いずれも 500円、中学
生～高校生／ 300円（小学生以下無料）　定
員　いずれも 150人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　観覧希望日の前日までに、電話
で劇団てるてるぼうず（岡本☎090－4295－
0889)

オペラレクチャーコンサート　歌
劇「ラ･ボエーム」
とき　８月４日㈮午前10時30分～ 11時10
分　ところ　SAYAKA ホール・ホワイエ　内
容　オペラ歌手の歌と解説　参加費　無料 
定員　70人（先着順）　申し込み ･ 問い合わ
せ　電話で大阪狭山少年少女合唱団（上田☎
080－3771－4856)。電子メール（oak-ko 
ngou2005@softbank.ne.jp）も可
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１人１日あたりのごみ排出量　752 グラム
（前年度同月比　△ 12） 平成 29 年５月平均値
（今年度前月比　　 61） 

今月の表紙
連合運動会を取材しました。市内の小学

６年生が集まり、数々の熱戦を繰り広げまし
た。綱引きでは、声援を受けながら歯をくい
しばり懸命に綱を引いていました。

編集後記

10 月１日㈰に市制施行 30 周年記念式典
が行われます。その準備のため30年前の資料
を見ると、用紙の大きさが違ったり、手書きで
書かれていたり。時代の流れを感じましたい

カズ・オオモリさんの授業で、私が大
好きな映画の最新作のポスターを彼が手掛
けていたことが判明。生徒たちに混じって
「サインください！」と言いたかったあ

これからの季節、夏に関わる催しや講座
がたくさん行われます。広報担当者が撮影に
訪れることもあるかもしれません。笑顔の皆
さんに会えることを楽しみにしていますは

夏休みが近づいてきました。市役所に
居ると朝早くから子どもたちの声が聞こえ
てきて、元気をもらっています。僕も時間
を見つけて夏を存分に楽しみたいですお

人口 58,002 人（前月比  61）　世帯数 25,110 世帯
女 30,471 人  男 27,531 人 

平成 29 年５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 26 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。


