
市民　  　活動
広報おおさかさやまに市民活動を掲載するには、10日までに翌々月原稿を市民活動
支援センター（☎366-4664）に提出する必要があります。なお、誌面の都合により
掲載できない場合があります。

無料の場合、参加費は記載していません

CIVIC ACTIVITY

囲碁を楽しんで絆を広めよう

とき　５日～ 26日の金曜日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　内容　①囲碁対局　②囲碁
講座　講師　中谷正雄さん（八段）　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碁将クラブ

（木之下☎090-4064-5990）

ミニバスケットボール体験会

とき　７日㈰午後６時～９時、21日㈰午前９
時～午後０時　ところ　総合体育館・メインア
リーナ　対象　東・北・西小学校の小学生　持 
ちもの　飲みもの、タオル、体育館シューズ 
申し込み・問い合わせ　参加希望日の前日ま
でに名前・性別・学校名・学年を電子メール
(nk--er.ysk--１@docomo.ne.jp)で狭山東
ミニバスケットボール男子受付、（children.ao 
shio@gmail.com）女子受付
問い合わせ　狭山東ミニバスケットボール

（中西☎090-5979-0424）

広島の高校生が描いた原爆の絵展

とき　３日㈬午前10時～午後９時、４日㈭
午前９時～午後４時　ところ　市立公民館・
展示フロア　内容　被爆者から聞いて描いた
原爆の絵の展示　
問い合わせ　新日本婦人の会大阪狭山支部

（石井☎090-6554-3100）

キッズミュージカル「桃太郎伝説」

とき　20日㈯午後１時30分～２時30分　と 
ころ　市立公民館 ･大集会室　内容　ニコニ
コ Smile団ミニ発表会～みんなで力を合わせ
て鬼退治！～　
問い合わせ　ニコニコ Smile団 (森岡☎090 
-8196-4091)

アゼリア絵画作品発表会

とき　21日㈰～ 25日㈭午前９時30分～午
後４時30分（25日は午後４時まで）　ところ 
市立公民館・展示フロア　内容　油絵、水彩
画、そのほかの展示会
問い合わせ　アゼリア（中西☎366-2946）

将棋の好きな子ども集まれ！

とき　７日～ 28日の日曜日午前９時～午
後０時　ところ　市立公民館・和室　対象 
小学生以下の子ども（小学２年生以下は保護
者同伴）　内容　将棋指導　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若駒会（南☎
366-4772）

夏季バドミントン体験会

とき　11日㈷・12日㈮・13日㈯午後０時～
３時　ところ　総合体育館・メインアリーナ 
対象　15歳以上でバドミントン経験の浅い
人　内容　バドミントンの楽しさを体験する 
定員　いずれも５人 (先着順）　持ちもの　上 
靴、体操服、タオル、飲みもの、ラケット（貸
し出しも可）　申し込み・問い合わせ　参加希
望日の前日午後８時までに住所・名前・年齢・
電話番号を電話で S・B・C(西☎090-2012-
6487)。ショートメール、電子メール (kzk-
ka@softbank.ne.jp)も可

猫ともクラブ in大阪狭山

とき　７日㈰午後１時30分～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１　内容　外の猫問題に関する悩み 
相談　定員　15人（先着順）　申し込み・問い合 
わせ　住所・名前・電話番号を電話で猫ともク
ラブ in大阪狭山（中田☎090-6066-8576）。
電子メール (sumoririgenn@gmail.com)も可

編集後記

感染症が再拡大。ニュースで見る毎日の感
染者数にも慣れ、人により価値観が異なる行
動制限やワクチン接種のあり方。自身で情報
を精査し正しい知識を得る努力が大切ですこ

自分のパーソナルカラーをご存じですか。
その人の目や肌などにより変わるとか。私に
は意外と明るい色が似合うと先生からアドバ
イスが。皆さんぜひ診断してみてくださいお

３年ぶりのさやりんフェスティバル。コロ
ナ禍でなかなか練習や活動ができないことも
多かったそうですが、そんな苦労を感じさせ
ないほど皆さんいきいき発表していましたな

東幼稚園のプール遊びに行きました。昨年
一眼レフカメラがぬれそうになったのを思い
出し、GoPro を片ポッケに入れて臨みました。
いつもと違う画角に苦戦。練習が必要ですあ
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　わたくしたちは、
●　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
●　自然を愛し、美しく住みよいまちをつくり

ましょう
●　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
●　教養を高め、知性に満ちた文化のまちをつ

くりましょう
●　幸せを願い、夢と希望のあるまちをつくり

ましょう

市民憲章

市の人口と世帯数

R4.6 末現在

58,407 人 +41 人 26,304 世帯
人 口 前月比 世帯数

621g △ 46g △ 53g

１人１日当たりのごみ排出量

R4.6 平均値 前年度同月比 今年度前月比

※この広報誌は２万 7,650 部作成し、１部当た
りの単価は 18 円です

７月１日から始まった東幼稚園のプール遊
びでの一コマ。暑い日が続き、いい天気のも
と入るプールはとても楽
しそうです。放水を行う
と、子どもたちは一斉に
大集合。体全身で水を浴
びてプールを満喫する無
邪気な姿を見ると、自分
もついつい入りたくなり
ました。

今月の表紙
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市の花／つつじ市の木／さくら

第 263回　27日㈯狭山池クリーンアクション 午前 10 時～ 11 時 30 分
狭山池博物館水庭集合

問い合わせ　狭山池まつり実行委員会事務局☎360-3805

８月は年に一度の狭山池博物館水庭清掃です

新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります



パフリングを持って歌体操、ピア
ニストのお話鑑賞のあとは座談会

とき　８日㈪・17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　1,000円　定員　いずれも25人（当
日先着順）　持ちもの　飲みもの、マスク、
スポーツタオル
問い合わせ　MuseCanon+☎090-1959-
1998

浴衣の着付けポイント講座

とき　３日㈬午前10時～ 11時、20日㈯午後
１時以降のうち１時間（相談可）　ところ　ki 
mono circle（大野台）　対象　女性　参加費 
2,000円　定員　いずれも３人（先着順）　持
ちもの　着物一式、マスク、飲みもの　申
し込み・問い合わせ　参加希望日の前々日午
後８時までに電話で kimono circle☎090-
1959-1998。電子メール(2020recre@gmail 
.com)も可

海外でダンスの表演をしませんか

とき　６日㈯・27日㈯午前９時～午後１時　と 
ころ　社会教育センター・会議室　対象　ダン
スや踊りの好きな10～ 50代の人　内容　和 
太鼓や三味線の和・洋曲に合わせて踊る日本の
伝統文化を海外で表演するための練習会　参 
加費　1,000円　定員　15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
国際文化振興会 (池田☎090-2061-0324)

夏休みの琉球空手体験教室

とき　６日㈯・27日㈯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（親子体験も可）　内容　基本的な動作 
定員　５人（先着順）　持ちもの　飲みもの、
タオル　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法人青少年文武育成会（池田☎090-
1910-0098)。電子メール (npo@bunbuiku 
sei.com)も可
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市長杯剣道錬成大会

とき　９月18日㈰午前９時～午後６時　とこ
ろ　総合体育館　対象　市内に居住・通勤・通
学する人　内容　個人戦（トーナメント形式） 
参加費　小・中・高校生500円、大学生・一般
1,000円　申し込み　18日㈭までに名前・性
別・年齢・学年・電話番号・級位・段位を電子メー
ル（carolla.wg@docomo.ne.jp）で狭山北剣
友会。ファクシミリ(FAX289-5506)も可
問い合わせ　狭山北剣友会（岡田☎090-36 
55-4031

みんなのりんかんがっこう

とき　26日㈮・27日㈯午前７時50分～午後 
５時50分（全２回）　ところ　信太山青少年 
野外活動センター　※集合解散は金剛駅　対 
象　25m泳げる小学生　内容　少人数グルー
プでの野外炊事、科学工作、水泳活動を通
じたリーダー養成キャンプ　参加費　3,000 
円　定員　小学１・２年生／３人、３年生／
３人、４年生／６人、５・６年生／６人（い
ずれも先着順）　申し込み　１日㈪～８日㈪
に件名を「みんなのりんかんがっこう参加希
望」とし、住所・名前（ふりがな）・性別・生年月
日・身長・電話番号・泳げる距離を電子メール

（kodomo@osakasayama21.name）で大阪
狭山市こども会育成連絡協議会リーダー部
問い合わせ　大阪狭山市こども会育成連絡協
議会 (小谷☎090-3168-2867)

夏休みトランポリン無料体験会

とき　28日㈰午前９時～午後０時　ところ 
総合体育館・メインアリーナ　講師　日本ス
ポーツ協会公認コーチ　持ちもの　靴下、動
きやすい服装、タオル、飲みもの
問い合わせ　トランポリン協会（さくら整骨院
内・杉浦☎205-4141）

第三中学校区まちづくり円卓会議
「夏まつり」

とき　27日㈯午後５時30分～９時　ところ 
西小学校・運動場　内容　音頭取りによる盆

踊りや模擬店など　
問い合わせ　第三中学校区まちづくり円卓会
議（西井☎090-1442-4470)

みんなでピースコンサート

とき　９月４日㈰午後１時～３時30分（午後
０時開場）　ところ　SAYAKAホール・コン
ベンションホール　内容　ゴスペルや楽器演
奏、子どもや大人の合唱、ソプラノ独唱、手
話コーラスなど多様な演奏　参加費　500円 
定員　200人　申し込み・問い合わせ　１日
㈪午前10時～９月１日㈭午前10時に名前を
電話でみんなでピースコンサート実行委員会

（上原☎090-2701-5652）。ファクシミリ
（FAX368-2658）も可

第８回こどもカローリング大会

とき　28日㈰午後２時30分～５時30分（午後
１時30分受け付け、投球練習）　ところ　市
立公民館・大集会室　対象　小学生以下の子
どもと保護者　※１チーム３人（大人は１チー
ム一人まで。小学４年生以上は子どものみの
参加可）　参加費　一人300円　※こども会会
員は無料　定員　15チーム（先着順）　申し
込み　14日㈰までに件名を「カローリング大
会」とし、代表者（保護者）の住所・名前・電話番
号・参加者全員の名前・チーム名を電子メール

（kodomo@osakasayama21.name）で大阪
狭山市こども会育成連絡協議会
問い合わせ　大阪狭山市こども会育成連絡協
議会 (小谷☎090-3168-2867)

鬼滅の曲で歌って踊ろう！

とき　13日㈯午後１時30分～３時30分　と 
ころ　市立公民館・大集会室　対象　３歳～中
学３年生の子ども　内容　20日㈯のミニ発
表会に向けての舞台体験（歌唱・ダンス指導） 
※見学のみも可　参加費　500円　定員　５ 
人（多数の場合は抽選）　申し込み・問い合わせ 
１日㈪午前９時～13日㈯午後１時に住所・名 
前・年齢・電話番号を電話でニコニコ smile団 
(森岡☎090-8196-4091)。電子メール(tomo 
mipenpen@gmail.com)も可

令和４年度市民公益活動促進補助金申請事業に関する審査結果
　４月17日に実施した公開プレゼンテーションでは、市民公益活動促進委員会評価部会の９人の審査の結果、自立促進部門テーマ型について１事業、
自立促進部門提案型について４事業に交付を決定しました。詳しくは市ホームページを確認してください。
問い合わせ　公民連携・協働推進グループ☎366-0011


