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伝統文化お茶とお花のこども教室
とき　15日㈯午後１時～３時　ところ　市
立公民館・和室　対象　６歳～中学生　内容 
茶道・生け花の基本を学ぶ　参加費　600円 
定員　20人（先着順）　申し込み・問い合わせ 
１日㈯～ 10日㈪に電話で伝統文化お茶とお
花のこども教室（大槻☎367－3986）

健康吹矢体験会
とき　16日㈰午後１時30分～４時　とこ
ろ　市立公民館・集会室１　対象　市内ま
たは近隣に住んでいる吹矢を始めたい人 
参加費　100円（マウスピース代）　定員 
30人（先着順）　持ちもの　動きやすい服装 
申し込み・問い合わせ　５日㈬～ 15日㈯に、
名前・電話番号を電話で大阪狭山健康吹矢連
合（綿☎090ー 5051ー 3988）。ファクシミ
リ（FAX365ー 5276）も可

狭山三曲（琴・三
さんげん
絃・尺八）定期演奏会

とき　８日㈯午後０時30分開演　ところ 
SAYAKA ホール・小ホール　曲目　長

な が ら
等の

春、砧
きぬた

、北斗幻想など　入場料　無料　定員 
300人（当日先着順）　
問い合わせ　狭山三曲協会（今上☎366ー 8847)

第18回大阪狭山美術協会会員春季展
とき　10日㈪～ 16日㈰午前９時30分～午
後６時30分 (16日は午後５時まで )　ところ 
SAYAKA ホール・展示ホール　内容　絵画作
品展　入場料　無料
問い合わせ　大阪狭山美術協会事務局（小川
☎0721ー 28ー 4622)

第13回虹の会水彩画展
とき　13日㈭～ 16日㈰午前９時～午後５時
(13日は午前10時から、16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　虹の会(細谷☎0721ー29ー9607)

創立40周年記念コンサート
とき　５月５日㈷午後２時～４時　ところ 
SAYAKAホール・小ホール　曲目　365日の紙
飛行機、ビリーブ、エーデルワイスなど　入
場料　無料　定員　120人（当日先着順）
問い合わせ　大阪狭山プリティコーラス（新
山☎090ー 8380ー 2162）

着付けを覚えよう
とき　１日㈯・８日㈯・22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　振袖・袴

はかま
・留袖・喪服の

着付け指導　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（３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ー 2061ー 0324)

エコ農産物づくり説明会
とき　15日㈯午前10時～午後０時　ところ 
市民活動支援センター・ミーティングルーム 
対象　野菜・果物づくりに興味のある人　参
加費　無料　定員　12人（先着順）　申し込み 
14日㈮までに、名前・年齢・性別・電話番号を
ファクシミリで市民活動支援センター内アグ
リ・ビジネス・さやま（FAX366ー4664）
問い合わせ　アグリ・ビジネス・さやま（宮崎
☎080ー 2476ー 2827)

小学生女子バレーボール体験
とき　①１日㈯・８日㈯・15日㈯・22日㈯・
29日㈷いずれも午後１時～５時、②２日㈰・
９日㈰・16日㈰・23日㈰・30日㈰いずれも午
前９時～午後５時　ところ　①北小学校・体
育館　②第七小学校・体育館　対象　市内ま
たは近隣に住んでいる小学生の女子　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
電話で大阪狭山ジュニアバレーボールクラ
ブ（藤原☎090ー 3659ー 0512)。電子メール

（sayamajrvbc@yahoo.co.jp）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。

新婦人サークル展
とき　９日㈰午前９時～午後４時　ところ 
市立公民館・展示フロア、多目的室　内容 
作品展示、サークル紹介、体験、発表など 
参加費　無料（一部材料費が必要）
問い合わせ　新日本婦人の会大阪狭山支部

（上原☎365ー 1977）

真拳法達磨拳で護身術を学びませんか
とき　１日㈯・８日㈯・15日㈯・22日㈯・29日
㈷いずれも午前10時～午後０時　ところ　達
磨拳本部（大野台一丁目）　対象　６歳以上の
人　参加費　無料　定員　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
でに電話で達磨拳本部（大北☎367ー 0255)

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　発達障がいの本人・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　電話で若もの自立支援センター
のびのび内自助会「のびのびムーン」（森岡☎
366ー 9434）

さくらジュニアバンド第８回定期演奏会
とき　９日㈰午後１時30分開演　ところ
SAYAKAホール・小ホール　曲目　となりのト
トロ、手紙、威風堂々、ファランドールなど 
入場料　無料　定員　300人（当日先着順）
問い合わせ　さくらジュニアバンド（津田
☎090－1899－1712）。または電子メール

（sakura_j_b@yahoo.co.jp）

初級・中級「テニス講習会」
とき　５月13日㈯・20日㈯・27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
勤している 20歳以上の人　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

囲碁を通じて親睦を深めませんか
とき　４日㈫・11日㈫・18日㈫・25日㈫い
ずれも午後１時～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 
囲碁対局、個人レッスン　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感知囲碁ク
ラブ（高砂☎090ー 1905ー 9593)

不登校・ひきこもりの若ものを持
つ家族の会「とびら」
と き　21日 ㈮ 午 後 ６ 時30分 ～ ８ 時30分 
ところ　SAYAKA ホール・小会議室２　対象 
不登校・ひきこもりの子どもを持つ家族　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（stepbystep20 
14.04.01@gmail.com）も可

子育てなんでも相談
とき　７日㈮・14日㈮・21日㈮・28日㈮い
ずれも午前10時～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 
無料　申し込み・問い合わせ　参加希望日前
日の午後０時までに電話でＮＰＯ法人ワー
クレッシュ・ファンズガーデン（前西☎366ー
6960)。直接も可

西山霊園から奥大野の観桜会
とき　５日㈬午前９時30分～午後３時30分 
コース　西山霊園・入口（集合）～天野街道～
穴地蔵～東大池公園～金剛駅（解散）　参加費 
200円　定員　50人（先着順）　持ちもの 
弁当、飲みもの　申し込み・問い合わせ　４
日㈫午後４時までに電話でさやか観光会（髙
橋☎090ー 1224ー 3505）

ソフトボール！いっしょにやろうよ！
とき　毎週土・日曜日いずれも午後１時か
ら　ところ　西小学校・校庭　対象　小学
１～６年生　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、住所・名前・年
齢・電話番号を電話で亀新ファイターズ

（下村☎090－5873－8208）。電子メール
（shimomura-0225-aromatex@ezweb.
ne.jp）も可

歌声の部屋「青春時代の歌」
とき　５月１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 
入場料　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

（下村☎090－2437－1788）。ファクシミ
リ（FAX366－3346）または電子メール（arion_
piano@yahoo.co.jp）も可

伝統文化（和太鼓）を身につけよう
とき　５月～平成30年３月いずれも午後６
時30分～７時45分　※20回程度、主に月曜
日　ところ　SAYAKAホールほか　対象　小
学生以上の人　参加費　2,500円／月　※初
回に保険料800円（中学生以下のみ）とバチ代
が必要　定員　20人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　１日㈯～５月20日㈯に電話で狭
山太鼓鬼打羅（西野☎090－5049－8889）。
電子メール（dod.kidara@gmail.com）も可

自然の中でワークショップ
とき　１日㈯午後１時～４時　ところ　市
民ふれあいの里　対象　親子　内容　自然
の中でゲーム・身体表現・歌　参加費　大人
500円、小・中学生、高校生200円　定員 
40人（先着順）　持ちもの　タオル、飲みも
の　申し込み・問い合わせ　住所・名前・年
齢（学年）・電話番号を電子メールであったか
ファミリースクール街角オアシス in 大阪狭
山（yu-can@ares.eonet.ne.jp）。電話または
ファクシミリ（宮本☎・FAX365－0241）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（雨天の
場合は中止）　ところ　副池オアシス公園・あ
ずまや　内容　コケ玉づくり　参加費　無料 
持ちもの　黒木綿糸、ポリ手袋、レジ袋
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　４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　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（野口☎288ー 4381）
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１人１日あたりのごみ排出量　648 グラム
（前年度同月比  △１） 平成 29 年 2 月平均値
（今年度前月比  △ 36） 

今月の表紙
３月14日、狭山中学校の卒業式を取材し

ました。卒業生は、式典の後に在校生や保護
者がつくる花道を、拍手に包まれながら笑顔
で学校を後にしていました。

編集後記

餅つきの撮影では、子どもたちが杵
きね

と臼を
使う姿にどこか懐かしさを感じました。市販
の餅もおいしいですが、来年は久しぶりに自
宅で餅つきをしてみようかなと思いますは

３月中旬の時点では気温が低く、桜は
つぼみの状態ですが、４月号広報誌が配布
されるころには桜は満開のはず。桜色に染
まった狭山池周辺を歩くのが楽しみですひ

中学校の卒業式で、３年間を振り返るメッ
セージを聞いて涙する卒業生たち。彼らの３
年間は長くて短かったでしょう。大人になっ
てからの３年なんて、短いどころか一瞬あ

人口 57,950 人（前月比　△ 60）　世帯数 25,005 世帯
女 30,421 人  男 27,529 人 

平成 29 年 2 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 28 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。


