
中学校区を単位として、地域内で様々なテーマに基づ

いて活動する団体等が自主的に集まり、地域内におけ

る課題や問題を話し合うことや、まちづくりに関する議

論と合意により、市に予算を提案する会議をいいます。

円卓会議概要

事務局長　大西けいすけあいさつ
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第４号第４号

　当会議の情報誌も早や 4号の発
行となりました。これもひとえに企画
推進してくださっています情報部会
の皆さまや運営委員さんをはじめ、
構成員の皆さまの情報収集及びご
努力の賜物と感謝申し上げるととも
に、地域力の高さには感心するばか
りです。

　さて当会は、設立から3期目を迎え、記事にもありますように
「さやまラウンド」という愛称も決まり、各部会が積極的且つ活
発に活動をしてくださっております。運営委員の皆様は、現業を
お持ちのなか、役員会や運営委員会への出席率もきわめて高く、
意識の高さがうかがえるところです。
　「まちづくり」・「市民協働」という言葉は非常に響きが良く、
全国各地各所にて使用されているようですが、その定義は様々
だと思います。一言で表せないのが正直な感想です。　
　わたし達の街を、安全安心で住みよい場所にする為に、自分
達の知恵と労力によって自発的かつ献身的に、皆の総意と創意
工夫で手作りし、様々な立場の市民がお互いを認知し理解し、
人と企業、行政と民間、それぞれがコラボレーションしながら、
調和のとれた発展的な街にしていく。ここで育って巣立ってゆく
子どもたちが胸を張って自分の故郷を語れるような街づくりを

目指す…定義的にはそんなところでしょうか。
　「まちづくり」という定義は十人十色であって良いと思いま
す。それぞれの環境や生い立ち、思想やビジョンによって考え
方は、まちまちです。
　その違う者同士が、一堂に会し、それぞれの意見を主張では
なく円卓の真ん中に出し合ってブレーンストーミングし、しがら
みや力関係、その他様々な格差の壁を取り払って、ひとえに社
会貢献に帰する意見交換をさせていただきたいと考えており
ます。
　さやまラウンドは、行政主導の会ではございません。参加し
ていただいた方が、その許す時間と労力の範囲内で、日頃の疑
問や建設的意見を出し合える、肩肘の張らない話し合いが出来
る場を提供したいと願っています。
　「何をしなければならない」「何をしてはいけない」という縛り
はありません。どうぞ気軽にご参加いただきますようお願い致
します。ホームページもますます充実して参りましたので是非
ご覧いただき、忌憚の無い意見を投稿していただければ幸い
に存じます。
　皆さまのご協力のもと、「さやまラウンド」を推進させていき
たいと思っております。今まで以上に、「さやまラウンド」へのご
支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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●愛称決定！

狭山中学校区まちづくり円卓会議
住所：大阪狭山市狭山1-862-5 

　　   大阪狭山市市民活動支援センター 2F 

TEL・FAX：072-366-8545  

事
務
所

E-mail:sayamachuentaku@sayamachuentaku.com

URL:http://sayamachuentaku.com/index1.html

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）　

 地域の方からのおたより

川　柳／テーマ：絆

前号でお伝えした狭山５丁目の新池に住んでいる羽を痛め
た飛べない水鳥は半年におよぶ堤工事の終了を経て、今で
は雄の水鳥と仲良く泳いでいます。今年１月初めから池の
水も徐々に増え３月末には水量が７割近くになりました
が、例年よりカモの数は減りました。半数以上が他の池へ
引っ越ししたようです。

愛　称頭の体操

地域のこぼれ話／人と鴨の愛情物語

地域のみなさんからご投稿をいただきましたので掲載します

現在も募集しています。テーマは「絆」。
FAXまたはEmail にてご連絡ください。

ペンネーム：十四郎

編集後記

四角に２画を加えて１つの漢字をつくってみよう
四角といえば、正方形、横長方形、縦長方形、大きい四角、

小さい四角いろいろあるよね。図にすると、こうなります

（答えはこのページの一番下にあります。）

頭の体操答え――田，石、右、占，台、兄、叶、甲、旦、囚、古、由、目、白、四、史、只，叱、巴、尺、巨、句、可、叩、加、旧

たとえば正方形に 2画（2カ所）を

プラスすると「田」という漢字にな

ります。このように、いろいろな大

きさの四角に 2 画をプラスしてで

きる漢字は、田を含めて26 個あり

ます。お暇なときに、残りの 25 個

の漢字を探してみてください。

ペンネーム：NY

ペンネームNY

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

皆様のご支援をいただきまして、本誌の作成は２年目を迎へ、今回で第４号の発刊となります。ありがとうございます。

今後も「さやまラウンド」の活動及び、狭山中学校区の皆様の活動内容を、分かりやすくご紹介してまいります。

是非ご意見ご感想をお寄せください。

※情報誌の内容はホームページにも掲載しております。

　　

編 集 後 記

狭山池は、 7世紀前半に築造された日本最古のダム式ため池です。『古事記
』・『日本書紀』にもその名が記されています。水量に乏しく灌漑に苦労をして
いた河内国西部の丘陵地帯でしたが、朝廷によって狭山池が築造されると、
下流地域狭山、堺、大阪市南部まで用水路を作り、平均的な水の確保ができ
るようになりました。
平成16年「日本最古の狭山池から天野街道を巡るみち」として美しい日本の
歩きたくなるみち500選に選考され、平成22年にはため池百選に選定され
ました。

狭山池クリーンアクションに参加しよう！

毎月第 4土曜日　朝 10時祠前集合
第 130 回は、平成２4年 5月２6日（土）

狭山池概要

大阪狭山市のシンボル狭山池の清掃ボランティアにご参加ください

毎年 8月は、狭山池博物館の水庭の掃除を行っています。
狭山池の底と同じ深さの場所を、子ども達と共にブラシをかけます。

情報部会情報誌WG （YN）

公募していた愛称が決定しました。
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総会報告

役員、運営委員の紹介

　平成 24 年度通常総会が開催されました。司会者（林部
氏）の開会宣言で始まり、中嶋運営委員長の挨拶、事務局
による資料確認、構成員確認と続き、規約に基づき総会成
立要件を満たしていることの確認報告がなされたうえで、
議案の審議に入りました。議長は規約により委員長が指名
することとなっており、運営委員の上田（時）氏がその職に
当たりました。

　審議内容

▲

第 1号議案「運営委員会実施記録と各部会事業報告」
　23年度の運営委員会実施日と参加人数の報告、各部会
長による23年度事業についての詳細報告がありました。▲

第 2 号議案「23年度運営補助金・自主財源決算報告」
　及び「24年度同予算案」
　資料に基づいて会計中尾氏より報告と提案があり、そ
の後上谷会計監査役より監査報告がありました。第1号、
第 2 号議案は一括審議とさせていただき、採決の結果
規約に基づき承認されました。▲

第 3 号議案「規約の改正について」
　運営委員を35名限度から40名程度に変更する件（積
極的な協力者増の為）、自主財源（広告や模擬店での収
入）の使用使途を運営委員会の議決にて支出執行する
件、上記 2件の施行期日（総会日）を記載する件、以上の
3 件について事務局より説明のうえご審議いただき、同
様に承認されました。▲

第 4 号議案「運営委員改選について」
　規約に基づき、平成 24 年 3 月末にて現在の運営委員
の任期が満了する為、改選となります。規約に基づき運営
委員会にて候補者名簿を作成し、事務局が読み上げまし
た。その後立候補者が無いか確認をし、おられませんでし
たので、ご審議のうえ候補者名簿通り承認されました。
その後運営委員は、役員決定のため一旦退席し、別室に

新運営委員及び役員は下記表の通りです。

て新たに役員・事務局員が選出され、総会にて議長から
名前が発表されました。▲

第 5 号議案「新部会の設立について」
　新部会（仮称）防犯・防災部会の立ち上げについて既
存団体との協調や、中学校区を包括する守備範囲のメリ
ット等について、運営委員の古川氏より説明がなされ、ご
審議のうえ承認されました。
なお、新部会の設置に関しては、規約上総会議決事項で
はありませんが、構成員の承認をいただいたうえで推進
した方が良いとの決議を運営委員会で行ったため、議案
提示となっています。また実際の設置については規約上
の要件を満たしていることを確認しております。

以上で審議事項（5議案）を終え、議長退席となりました。
構成員の皆さま、ご審議ありがとうございました。

　次に情報誌の配布について、副運営委員長の山村氏より、
配布のエリア分けや分担について、説明とお願いがあり、総
会終了後に配布希望エリアの提出をいただきました。
　続いて、平成 24 年度の事業についての確認と各部会の
紹介及び事業参画のお願いがありました。
　平成 24 度の事業については、前回の総会（10/14）にて、
承認をいただいておりますので、その事業提案について予
算措置が市に於いて正式に承認されたことを事務局より報
告し、各部会長より活動紹介と参画のお願いがありました。
　最後に事務局より次回総会の予定（平成 24 年 9 月下旬
もしくは 10月上旬）発表と、運営委員長より当会の愛称が決
まったことの報告がなされました
　愛称は「さやまラウンド」となりました。

　事務連絡（次回の部会会議日程など）のあと、司会者より
閉会の挨拶があり、無事総会を終了する事ができました。
皆さまの積極的かつ真摯なご協力ありがとうございました。

4月19日（木）
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5月13日（日）第3回講演会ご案内

第2回講演会報告

Info

情報部会報告

　不慮の踏切事故による両足の切断と目の障がい・記憶障がいなど、多くの困難を
乗り越えて挑戦し続ける島袋さんの姿はＴＶ番組でも紹介され、大きな反響を呼び
ました。「いつも自分の中に夢を持ち続け、決してあきらめなければ夢はかなう。」誰
よりも感謝の心と何事もあきらめない姿勢の持ち主です。きっと前向きになれる島袋
氏の講演会にお友達やご家族でお越し下さい。　

日　時：平成２４年５月１３日（日）　午後２時から４時頃まで
会　場：狭山中学校　体育館　
参加費：入場無料（事前連絡不要）

　「日本一の成人式」を目標に那覇市の成人式を地域の
若者と共に創り上げた野底さんの講演は、笑いあり涙あり
の色 と々考えさせられる講演でした。参加者からは、「成人
式のビデオが良かった。」「もっと狭山を活性化したいと思
った。」などの感想を頂き、地域活動を通じて若者を含めた
人との信頼関係をコツコツと築き上ることが大事だという
ことが良くわかりました。（会場：狭山池博物館）

寒空の下、円卓会議構成員22名、市職員（
富田林土木事務所員含む）15名により、
狭山中学校北の東除川の清掃活動が行
われました。木立の伐採や草刈り、ゴミ拾
いをして、見通しの良い川になりました。

環境部会報告

　不慮の踏切事故による両足の切断と

夢をあきらめない夢をあきらめない

突然の事故。今までの "当たり前 "が突然当たり前でなくなった。無くなった両足、複視、高次脳
機能障害。沈む心。まだ、生きている！　失った体より、自分にあるものを考えよう！　出来ないこと
を探すのではなく出来る方法を考えよう！　まず考え方を変えた。現状は変わらないのに、気持ち
は大きく変わった。夢を持ちしっかりした目標が出来ると毎日が楽しくなった。

島袋　勉オフィシャル Blog:http://shimabukuro.blog123.jp/archives/thanks.phpより引用

2月19日（日）

1月29日（日）第2回清掃活動報告

●清掃前

●清掃中 ●清掃後

●スタッフ集合 ●ゴミ収集●清掃前

●清掃中 ●清掃後

●スタッフ集合 ●ゴミ収集

1 2
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　資料に基づいて会計中尾氏より報告と提案があり、そ
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　運営委員を35名限度から40名程度に変更する件（積
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入）の使用使途を運営委員会の議決にて支出執行する
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の任期が満了する為、改選となります。規約に基づき運営
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た。その後立候補者が無いか確認をし、おられませんでし
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て新たに役員・事務局員が選出され、総会にて議長から
名前が発表されました。▲

第 5 号議案「新部会の設立について」
　新部会（仮称）防犯・防災部会の立ち上げについて既
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ット等について、運営委員の古川氏より説明がなされ、ご
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提示となっています。また実際の設置については規約上
の要件を満たしていることを確認しております。

以上で審議事項（5議案）を終え、議長退席となりました。
構成員の皆さま、ご審議ありがとうございました。

　次に情報誌の配布について、副運営委員長の山村氏より、
配布のエリア分けや分担について、説明とお願いがあり、総
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5月13日（日）第3回講演会ご案内

第2回講演会報告

Info

情報部会報告
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2月19日（日）

1月29日（日）第2回清掃活動報告

●清掃前

●清掃中 ●清掃後

●スタッフ集合 ●ゴミ収集●清掃前

●清掃中 ●清掃後

●スタッフ集合 ●ゴミ収集
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地域活動報告

あいさつ運動

2月5日（日）健康体操

　東幼稚園にて、さやまコミュニティ主
催の健康体操がありました。毎月第一日
曜日に1回 300 円で、10 名程の女性た
ちが参加され理学療法士さんの指導の
下、ボールやマットなどを使って筋肉を
ほぐしています。結構ハードな運動でし
た。健康な身体作りの為に、運動をして
いきましょう！

協働のまちづくり事業

　池尻コミュニティセンターに於いて今年で三回目になる
協働のまちづくり事業が開催されました。NPO 法人池尻地
域振興会の主催で地域活性の目的で行われています。会場
内では新鮮野菜の直売、地酒や焼酎の即売、雑貨のバザ
ー、餅つきやマグロ解体即売ショーも行われました。マグロ
は和歌山勝浦港からの直送二体で 44 kg を即売されまし
た。会場内は、たくさんの方たちが集まり、買い物を楽しん
だり喫茶コーナーでお話しに花を咲かせていました。

2月21日（火） 2月24日（金）
ルンビニ園児と
北小２年生との給食会

　春から新一年生になるルンビニ保育園年長児 14 名と引
率の先生 3名が、北小学校二年生の児童と一緒に給食を
食べました。少し緊張気味だった保育園児でしたが、給食
を食べているうちに隣に座っている児童とおしゃべりした
り、食器の戻し方を教えてもらったりして楽しそうにしてい
ました。

　北小学校で北っ子を守る会の方たちと小学一年生の児
童たちの交流会が行われました。昔遊びのリーム回し・お
手玉・紙飛行機飛ばし・竹馬・ゴムとび・竹コッポリな
どを教えてもらいながら一緒に楽しみました。その後、給
食の時間を一緒に過ごしました。

いけ2ネット餅つき大会 はじめてのボランティア講座

　お天気にも恵まれ、昨年以
上の参加者が訪れにぎやか
で活気ある餅つき大会になり
ました。お箸やお椀、お皿は
持参ということでしたが、主
旨をよくご理解いただき、皆

さんしっかり持参されていました。豚汁、ぜんざい、きな粉や
しょうゆ…皆さん自分の好きな食べ方でつきたてのお餅をほ
おばっておられました。参加者の方々はもちろん、準備に運営
に頑張って下さったスタッフの方々も満足できる大会だった
のではないでしょうか。

大阪狭山市市民活動支援セン
ターのＶＩＣ（ボランティア・イ
ンフォメーション・コーナー）
主催の講座で、講師の荒川泰
蔵氏よりボランティアの定義に
ついて、実例などをスライドと

資料を使って詳しくお話を伺いました。昨年の東日本大震災後ボ
ランティアへの関心が高まり具体的にどのようにボランティアに
関わるかなど、その意義と普及について色々な実例を示しておら
れました。何も知らずに始めるより、概念を知って始めたほうが
長続きするので、ボランティアというものをもっとよく知って、私
も含めボランティアをする人の活躍できる場所がもっと増えると
いいなと思いました。

東幼稚園

　寒さも少し緩んだ日の朝、9時
前から元気に登園してくる園児を
取材しました。「おはようございま
す！」笑顔でお友達や保護者の
方々に挨拶していました。東幼稚
園オリジナルの「たすき」を腕に通
し並んであいさつする様子はこち
らも笑顔になりました。

東野幼稚園

東小学校・北小学校 狭山中学校

北っ子を守る会と
北小１年生との昔遊び

2月5日（日）

　学校周りにあいさつ運動のポス
ターが貼られていました。登校時
間になると、児童が続々現れて先
生やお友達に元気にあいさつして
いました。

　生徒たちでポスターを貼っていま
した。やはり、中学生にもなると生
徒が自主的に行動するのだなと思
いました。気持ちの良いあいさつで
お互いにコミュニケーションを、と
ることも大切だなと実感しました。

　年長組の園児が卒園していた
ので幼少組の園児 35 名があいさ
つ運動に取り組んでいました。早
めに登園した園児 4 名が園の門
で登園する園児を迎え先生や保
護者の方たちと元気にあいさつ
を交わしていました。

例年に比べとても厳しい寒さの2月・3月でしたが、多くの活動が行われました。

取材：チーム I（アイ） 3月3日（土） 3月10日（土）

3月6日（火） 3月22日（木）

1月30日（月）3月５日、１２日（東小）２月９日（北小）

狭山中学校区地域協議会では平成２２年度から子どもたちを中心とした「あいさつ運動」を推進してきました。

TEL：072-366-8881
休診日：水・日・祝日
駐車場 10 台

豊川整形外科

〒589-0008 
大阪狭山市池尻自由丘 1 丁目 2-5 
西野ビル１階（狭山駅徒歩 1分）

医療
法人

毎週火曜日（午前、午後）: 院長外来

今井医院

大阪狭山市東池尻 4丁目 1336-1

☎（072）367-4187
ご見学・一日体験利用受付中！

寿里苑花舞の郷

地域密着型・介護老人福祉施設
ショートステイ・ケアプラン
デ イ サ ー ビ ス・ヘ ル パ ー
小規模多機能型居宅介護

外来診療時間 9:00 ～ 12:00
休診 : 日･祝日 , 年末年始 ,4/4

医療法人 恒昭会

内科、精神科、整形外科、放射線科、
リハビリテーション科、歯科

TEL 072-365-3821

青葉丘病院

診療科目

あおば訪問看護ステーション
あおばケアプランセンター

併
設

池尻自由丘 1-3-24
TEL 072-366-1061

休診 :日･祝日･木･ 土曜午後

職場でがん検診や人間ドック
がある方は、年 1回、忘れずに、
職場の検診を利用しましょう。
がん検診を受ける機会のない
方は、市が実施するがん検診
を受けましょう。
それが地域を支える皆さんの
健康につながります。

さやま車検センター
保険資格者 9 名在籍・代車 20 台完備

・新車中古車販売
・生命保険
・損害保険
・鈑金塗装
・整備一般
・レッカー現場
  急行サービス

泉北三菱自動車販売（株）
泉北本店・クリーンカー泉北

MITSUBISHI MOTORS

堺 市 東 区 草 尾 568 番 地
T E L : 0 7 2 - 2 3 7 - 2 4 8 1
F A X : 0 7 2 - 2 3 7 - 3 1 3 1
南海高野線北野田駅徒歩 10 分

全日本ロータスクラブ会員工場
近畿運輸局長指定民間車検工場

スマイル車検 車検センター狭山店

〒589-0001 大阪狭山市東野西 3-688-5
TEL 072-365-3030（代）FAX 072-366-0622
http://www.eonet.ne.jp/~o-motors/
E-mail:o-motors@leto.eonet.ne.jp

072
3653030OCHIAI

0120-65-3031

http://world-car-service.com/

大阪狭山市金剛2丁目9-15
TEL:072-366-1057

ワールド・カー・サービス

車に輝き
と

　美しさ
を！
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株式会社 浅野歯車工作所
ASANO GEAR CO., LTD. 

〒589-0004
大阪狭山市東池尻 4丁目
1402番地の 1
TEL 072-365-0803
FAX 072-365-0838

年齢：18歳～ 65歳迄
　　　（普通免許所有者優遇）
日給：6,500円～（他各種手当有）
勤務：8:00～ 17:00（研修有）
　　　※その他、詳細は面談にて
応募：お気軽にお電話下さい。
 来社時、履歴書持参下さい。

男女警備スタッフ募集

（株）ブラザーメンテナンス
河内長野市千代田台町 3番 1号
☎0721-55-0113（担当 若林）

未経験だから？

○活動内容

○活動場所
○参加者の人数
○活動日
○代表者の名前
○連絡先
○会費
○ひとこと

日常、短波から超短波までの無線による、国
内外のアマチュア無線局との交信を行ってい
ます。また、災害等非常時の通信確保の訓練
を兼ね、狭山池まつり等での移動運用の他、
国際交流や電波適正利用推進員活動へのボ
ランティアなども行っています。
さやかホール無線室（コールサイン：JK3ZCR）
35 名
随時・定期無線交信は毎週土曜日21：00 ～ 21：30 頃
荒川泰蔵 (コールサイン：JA3AER）
E-Mail ：ja3aer@ares.eonet.ne.jp
入会金 1000 円、年会費 2000 円
東日本大震災時も非常時の情報伝達の協力
をしました。
毎週日曜日の午前中（10：00 ～ 12：00）は
メンバーが無線室に詰めていますので、興味
のある方は是非のぞいてみてください。

○活動目的
○活動内容

○参加者の人数
○活動日

○代表者の名前
○会費
○要望･希望

○ひとこと

健全な精神育成　体と心の成長を助ける
バスケットボール
（大きな大会は年5回・2ヶ月に1回試合あり）
４６名（男 22 名　女 24 名）
月・木・金（17:00 ～ 18:45）
日（男子 13:00～15:00　女子9:00～12:00）
吉岡晴美　
1500 円
出来れば低学年と高学年にわかれて練習さ
せたい。狭山中学校に女子バスケットクラ
ブを作って欲しい。中学校へあがってもバス
ケをしたいと思っている子にバスケを続け
させてあげたい。
部員募集中です。ママさんコーチも募集し
ています。アットホームな雰囲気の中、礼
儀、礼節重視で練習しています。

　取材に伺って、全くの素人の私達に世界中の人たちと通信できるア
マチュア無線についてくわしく教えていただきました。日本では気軽に
免許を取得できるが、他の国では、富裕層が多いようでアマチュア無
線の免許はとても信用があるということでした。アマチュア無線と聞く
と何か特別な専門知識が必要で別世界のように感じていましたが、身
近で、非常時等には大変役に立つものなのだと思いました。とても親
切丁寧にご説明も頂き、ありがとうございました。

　しっかりとした練習メニューに沿って次々とウォーミングアップをこ

なしていき、声もよく出ていて一つにまとまっている感じがひしひしと

伝わってきました。実際の試合を観戦してみたいと思わされた練習風

景でした。是非南河内代表、そしてその先へ向かって皆の気持ちを一

つに日々練習に励んで下さい。狭山中学関係者の皆様！女子バスケ部

の復活をお願いします！子ども達の夢を繋げてやって下さい！

地域クラブ紹介・団体紹介

東小ミニバスケットチーム

大阪狭山アマチュア無線クラブ

取材：チーム I（アイ）
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地区会・自治会の紹介　-4-  -狭山地区•三自治会-

役 員

組 織

構 成 ( 世 帯 数 ）

地区会の範囲（住所）

活 動 拠 点

活 動 内 容 

地域団体との協力

円卓会議へのご意見

地 域 へ の 想 い

役員会(三自治会の役員より構成する)　組長会議(三自治会の隣組長より構成する)

530世帯

狭山1～ 5丁目・金剛2丁目・東池尻2丁目

狭山地区会館
●地区役員会開催(随時) ●地区組長総会(年に3回) ●地区会館運営委員会(随時) 
●夏季防犯パトロール ●年末夜警

地区内の各地域団体と「地区内清掃」「いきいきサロン」「ふれあい広場」「盆踊り」「秋祭り」

などの行事を通じて積極的に協力関係を築いて、地区活動の活性化を図っている。

いろいろ活動をして頂き感謝しております。住みよいまちづくりに頑張ってください。

三自治会に多くの方が参画して頂き明るい地域社会を作りたい。

地区長 (任期1年)

副地区長(任期1年)

会 計 (任期1年)

会計監査(任期1年)

盆踊り 公園清掃

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は狭山地区の紹介です。（次回は金剛1丁目地区会です。）

左記の地区長・副地区長・会計は「金剛 2丁目東自治会」

「狭山中自治会」「狭山西自治会」(以下、三自治会と称す

る ) の各自治会の会長より、互選にて選出する。会計監

査は三自治会の各会計監査が担当する。

狭山池夕景

●狭山地区会館 ●だんじり●狭山地区会館 ●だんじり

大阪狭山市狭山 3-2416-1-107 
T E L : 0 7 2 - 3 6 0 - 2 1 2 1
F A X : 0 7 2 - 3 6 0 - 2 1 2 2
mail:kkkstm@rasy.mm-m.ne.jp

We will control 
and assist 

all your issues.

We will control 
and assist 

all your issues.
総合保険コンサルタント

大進サービス
日本代協認定保険代理士
宅地建物取引主任者

代表 大 西 圭 介

なるほど…納得。

きれいを実証する。

なるほど…納得。

きれいを実証する。

■狭山ニュータウン コノミヤ前
　☎072-366-3733

■金剛銀座街
　☎0721-29-2565

（主要ブランド）　
●コスメデコルテ・AQ
●海のプレディア
●アルビオン・エクシア
●資生堂クレド・ポー・ボーテ

●ｄプログラム
●ベネフィーク
●カネボウリサージ

SINCE 1951

大阪狭山市半田 6 丁目 1179

TEL 072-205-1965
URL http://cafemilk.net/
OPEN 18:00-CLOSE 24:00
定休日 火曜日

①円卓会議への参画（構成員）
②４コマ漫画
③川柳（テーマは「絆」）
④円卓会議へのご意見

募集中 !! 

MILK

OSAKASAYAMA CITY HANDA 6-1179

TEL 0
72-205-1965   OPEN18:00-CLOSE 24:00  http

://
caf
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中学校区を単位として、地域内で様々なテーマに基づ

いて活動する団体等が自主的に集まり、地域内におけ

る課題や問題を話し合うことや、まちづくりに関する議

論と合意により、市に予算を提案する会議をいいます。

円卓会議概要

事務局長　大西けいすけあいさつ

目次： 

挨拶（総会）

総会報告

情報部会報告・環境部会報告

地域活動報告・あいさつ運動

地域クラブ紹介・団体紹介

地区会紹介（狭山地区•三自治会）

読者ご意見・編集後記

IN
D

E
X

　発行：平成24年5月

表紙

1

2

3・4

5

6

裏表紙

第４号第４号

　当会議の情報誌も早や 4号の発
行となりました。これもひとえに企画
推進してくださっています情報部会
の皆さまや運営委員さんをはじめ、
構成員の皆さまの情報収集及びご
努力の賜物と感謝申し上げるととも
に、地域力の高さには感心するばか
りです。

　さて当会は、設立から3期目を迎え、記事にもありますように
「さやまラウンド」という愛称も決まり、各部会が積極的且つ活
発に活動をしてくださっております。運営委員の皆様は、現業を
お持ちのなか、役員会や運営委員会への出席率もきわめて高く、
意識の高さがうかがえるところです。
　「まちづくり」・「市民協働」という言葉は非常に響きが良く、
全国各地各所にて使用されているようですが、その定義は様々
だと思います。一言で表せないのが正直な感想です。　
　わたし達の街を、安全安心で住みよい場所にする為に、自分
達の知恵と労力によって自発的かつ献身的に、皆の総意と創意
工夫で手作りし、様々な立場の市民がお互いを認知し理解し、
人と企業、行政と民間、それぞれがコラボレーションしながら、
調和のとれた発展的な街にしていく。ここで育って巣立ってゆく
子どもたちが胸を張って自分の故郷を語れるような街づくりを

目指す…定義的にはそんなところでしょうか。
　「まちづくり」という定義は十人十色であって良いと思いま
す。それぞれの環境や生い立ち、思想やビジョンによって考え
方は、まちまちです。
　その違う者同士が、一堂に会し、それぞれの意見を主張では
なく円卓の真ん中に出し合ってブレーンストーミングし、しがら
みや力関係、その他様々な格差の壁を取り払って、ひとえに社
会貢献に帰する意見交換をさせていただきたいと考えており
ます。
　さやまラウンドは、行政主導の会ではございません。参加し
ていただいた方が、その許す時間と労力の範囲内で、日頃の疑
問や建設的意見を出し合える、肩肘の張らない話し合いが出来
る場を提供したいと願っています。
　「何をしなければならない」「何をしてはいけない」という縛り
はありません。どうぞ気軽にご参加いただきますようお願い致
します。ホームページもますます充実して参りましたので是非
ご覧いただき、忌憚の無い意見を投稿していただければ幸い
に存じます。
　皆さまのご協力のもと、「さやまラウンド」を推進させていき
たいと思っております。今まで以上に、「さやまラウンド」へのご
支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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●愛称決定！

狭山中学校区まちづくり円卓会議
住所：大阪狭山市狭山1-862-5 

　　   大阪狭山市市民活動支援センター 2F 

TEL・FAX：072-366-8545  

事
務
所

E-mail:sayamachuentaku@sayamachuentaku.com

URL:http://sayamachuentaku.com/index1.html

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）　

 地域の方からのおたより

川　柳／テーマ：絆

前号でお伝えした狭山５丁目の新池に住んでいる羽を痛め
た飛べない水鳥は半年におよぶ堤工事の終了を経て、今で
は雄の水鳥と仲良く泳いでいます。今年１月初めから池の
水も徐々に増え３月末には水量が７割近くになりました
が、例年よりカモの数は減りました。半数以上が他の池へ
引っ越ししたようです。

愛　称頭の体操

地域のこぼれ話／人と鴨の愛情物語

地域のみなさんからご投稿をいただきましたので掲載します

現在も募集しています。テーマは「絆」。
FAXまたはEmail にてご連絡ください。

ペンネーム：十四郎

編集後記

四角に２画を加えて１つの漢字をつくってみよう
四角といえば、正方形、横長方形、縦長方形、大きい四角、

小さい四角いろいろあるよね。図にすると、こうなります

（答えはこのページの一番下にあります。）

頭の体操答え――田，石、右、占，台、兄、叶、甲、旦、囚、古、由、目、白、四、史、只，叱、巴、尺、巨、句、可、叩、加、旧

たとえば正方形に 2画（2カ所）を

プラスすると「田」という漢字にな

ります。このように、いろいろな大

きさの四角に 2 画をプラスしてで

きる漢字は、田を含めて26 個あり

ます。お暇なときに、残りの 25 個

の漢字を探してみてください。

ペンネーム：NY

ペンネームNY

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

皆様のご支援をいただきまして、本誌の作成は２年目を迎へ、今回で第４号の発刊となります。ありがとうございます。

今後も「さやまラウンド」の活動及び、狭山中学校区の皆様の活動内容を、分かりやすくご紹介してまいります。

是非ご意見ご感想をお寄せください。

※情報誌の内容はホームページにも掲載しております。

　　

編 集 後 記

狭山池は、 7世紀前半に築造された日本最古のダム式ため池です。『古事記
』・『日本書紀』にもその名が記されています。水量に乏しく灌漑に苦労をして
いた河内国西部の丘陵地帯でしたが、朝廷によって狭山池が築造されると、
下流地域狭山、堺、大阪市南部まで用水路を作り、平均的な水の確保ができ
るようになりました。
平成16年「日本最古の狭山池から天野街道を巡るみち」として美しい日本の
歩きたくなるみち500選に選考され、平成22年にはため池百選に選定され
ました。

狭山池クリーンアクションに参加しよう！

毎月第 4土曜日　朝 10時祠前集合
第 130 回は、平成２4年 5月２6日（土）

狭山池概要

大阪狭山市のシンボル狭山池の清掃ボランティアにご参加ください

毎年 8月は、狭山池博物館の水庭の掃除を行っています。
狭山池の底と同じ深さの場所を、子ども達と共にブラシをかけます。

情報部会情報誌WG （YN）

公募していた愛称が決定しました。


