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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。

市の木／さくら 市の花／つつじ

人口 57,854 人（前月比 54） 世帯数 24,749 世帯
女 30,337 人		男 27,517 人
平成 27 年 12 月末現在

１人１日あたりのごみ排出量 815 グラム
（前年度同月比 △ 23）
 平成 27 年 12 月平均値
（今年度前月比 129）


2016 年を迎え、ひと月が経過しました。

暖冬と言われているものの、寒い日もちらほ
か ぜ

ら。朝晩は特に冷え込みますので、風邪など

ひかないよう、日ごろから注意しましょうは
成人式の取材で、成人式実行委員会の

皆さんや地域の人が忙しく走り回る姿を見
かけました。市の行事はたくさんの人の協
力で成り立っているのだと実感しましたひ

狭山池築造 1400 年を記念して切手シー

トが発行されます。小学生のころの切手収集

を思いだし、スタンプブックを開けてみる
と空きスペースが。販売日が楽しみですほ

今月の表紙
１月 11 日、SAYAKA ホールで開催され

た「成人式」の様子を撮影しました。新成人
たちは、懐かしい仲間たちとの再会に笑顔
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造園・景観に関する勉強会

し込み １日㈪～８日㈪に件名を
「冬の親子

春休み！カヤック＆ヨット体験
キャンプ

とき 14日㈰午後２時開演 ところ SAY

遊びデー参加希望」とし、住所・参加者全員

とき ３月26日㈯午前７時50分～ 27日㈰

AKA ホール・小ホール 内容 スーパーバ

の名前
（ふりがな）
・生年月日・性別・電話番号

午後５時30分 ところ 府立青少年海洋セ

を電子メールで環境学習支援倶楽部さやま

ンター
（岬町淡輪） ※集合解散は金剛駅 対

レンタインコンサート 参加費 前売2,000
円、当日2,500円、学生1,000円
（介添えの

費 500円 定員 ８組20人
（先着順） 申

（osakasayama21@yahoo.co.jp）

象・定員 自分のことが自分でできる小学１・

必要な障がい者の付添１人無料） 定員 3

問い合わせ 環境学習支援倶楽部さやま
（福

２年生／３人、３・４年生／６人、５年生／

68人
（先着順） 申し込み・問い合わせ 電

田☎090－5888－1137）

６人、６年生／６人
（先着順） 内容 グルー

とき ６日㈯午後２時～４時 ところ 狭山

囲碁を通じて、仲間づくりをし
ましょう

池博物館・ホール 対象 三津屋川流域に住

とき ２日㈫・９日㈫・16日㈫・23日㈫いず

んでいる人 内容 三津屋川における親水空

れも午後１時～５時 ところ 市立公民館・

おやこ体操たのしいよ！ウルト
ラキッズ

間創造の可能性についての意見交換や討論

和室 対象 囲碁に興味のある人 内容 個

とき ２日㈫・９日㈫・16日㈫いずれも午前

者の名前
（ふりがな）
・生年月日・性別・電話番

講師 成田研一さん／奈良県立大学地域創造

人戦・ペア戦・トーナメント戦など対局、個

号・保護者の名前を電子メールで大阪狭山市

人レッスン 参加費 無料 定員 いずれ

～減塩でおいしいクッキング～

10時～ 11時30分 ところ 総合体育館・サ

学部非常勤講師 参加費 無料 定員 100

ブアリーナほか 対象 平成24年４月～平

レクリエーション協会
（osakasayama21@

人
（当日先着順）

も 10人
（先着順） 申し込み・問い合わせ 参

とき 23日㈫午前10時～午後１時
（受付は

成26年３月生まれの子どもと保護者 内容

yahoo.co.jp） ※１通につき１人

問い合わせ 三津屋川を美しくする会
（安部

加希望日の前日までに電話で感知囲碁クラブ

午前９時30分から） ところ 市立公民館・

親子で体操を楽しむサークル
「ウルトラキッ

問い合わせ 大阪狭山市レクリエーション

調理実習室 対象 18歳以上の人 参加費

ズＢ」
の体験会 参加費 無料 定員 いず

協会
（井上☎090－1967－7070）

500円
（材料費・保険料含む） 定員 10人

れも 10組
（先着順） 持ちもの タオル、飲

（先着順） 持ちもの エプロン、三角巾、筆

みもの、上履き、動きやすい服装 申し込

記用具 申し込み・問い合わせ はがきに住

み・問い合わせ 参加希望日の前日までに名

設立30周年記念アゼリア絵画作品展

☎・FAX366－6773）

（高砂☎090－1905－9593）

話で音楽愛好家協会
「こんごう」
（上田☎080
－3771－4856）
。電子メール
（oak-kongo
u2005@softbank.ne.jp）
も可

婦人会健康料理教室

プ活動を通したリーダーシップトレーニン
グ 参加費 8,100円 申し込み １日㈪～
19日㈮に件名を
「カヤック＆ヨット体験キャ
ンプ
（3/26-27) 参加希望」とし、住所・参加

吹矢で楽しみながら健康づくり

新聞エコバッグをつくろう

とき 24日㈬午後１時～３時 ところ 市

とき 12日㈮午前10時～ 11時30分、午後

所・名前・電話番号を書いて、〒589－0023

前・子どもの年齢・電話番号を電話でウルト

とき 17日㈬～ 21日㈰午前９時30分～午

立公民館・集会室１ 対象 市内または近隣

２時～３時30分 ところ 市役所南館・講堂

大阪狭山市大野台四丁目22－12大阪狭山市

ラキッズＢ
（八木☎090－4277－8987）

後５時
（21日は午後４時まで） ところ SAY

に住んでいる人 内容 吹矢体験、腹式呼吸

参加費 100円 定員 10人
（先着順） 申し

婦人会。７日㈰必着。電話またはファクシミ

を用いた健康法 参加費 無料
（マウスピー

込み・問い合わせ 電話またはファクシミリ

リ
（鶴田☎・FAX367－2868) も可

ス代100円が別途必要） 定員 20人
（当日

で市民活動支援センター
（武市☎366－4664）

先着順） 持ちもの 動きやすい服装
問い合わせ 大阪狭山健康吹矢サークル
（綿

第19回大阪狭山作陶展

ジュニアリーダー養成！春の野外学校

AKA ホール・展示ホール 内容 作品展 参

子育て応援講座
「子どもたちが育つ
チャンスを～根っこを育てるとは～」

加費 無料
問い合わせ 絵画クラブアゼリア
（勇☎366
－4471）

とき 19日㈮午前10時30分～午後０時 と

とき ３月12日㈯午前７時50分～ 13日㈰

ころ ファンズガーデン
（旧くみの木幼稚園）

とき 20日㈯午前９時～午後５時、21日㈰

午後５時50分 ところ 府立少年自然の家

対象 子育て中の保護者、テーマに関心のあ

第29回水曜スケッチ会水彩画展

午前９時～午後４時
（21日の入場は午後３時

（貝塚市木積） ※集合解散は金剛駅 対象・

る人 講師 北野真由美さん／ NPO 法人え

とき 10日㈬～ 14日㈰午前９時30分～午

30分まで） ところ SAYAKA ホール・コン

定員 自分のことが自分でできる小学１・２

んぱわめんと堺／ ES 参加費 無料 定員

後５時
（10日は午前10時30分から、14日は

ベンションホール 内容 市内または近隣

年生／３人、３・４年生／６人、５年生／６人、

20人
（先着順） ※保育あり
（１人300円） 申

午後４時まで） ところ SAYAKA ホール・

合は中止） ところ 副池オアシス公園 内容

に居住・通勤・通学する個人やグループを対

６年生／６人
（先着順） 内容 野外料理やオ

し込み・問い合わせ １日㈪午前10時～前日

展示ホール 参加費 無料

植物や虫の冬ごしの観察、腐葉土の切り返し

象にした陶芸作品の展示 参加費 無料

リエンテーリングなどを通したリーダー養成

に直接または電話でワークレッシュ・ファン

問い合わせ 水曜スケッチ会
（森東☎090－

参加費 無料 持ちもの 軍手、防寒着

問い合わせ 大阪狭山陶芸協会
（内野☎365

参加費 4,050円 申し込み １日㈪～ 15

ズガーデン
（燈田☎366－6960）

1967－4846）

問い合わせ 狭山の副池自然づくりの会
（勝

－1950）

日㈪に件名を
「春の野外学校 (3/12-13) 参加

☎090－5051－3988）

副池オアシス公園で遊ぼう

編集後記

であふれていました。

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。

ごっこ、かくれんぼなどの野外遊び 参加

とき 20日㈯午前10時～午後０時
（雨天の場

希望」
とし、住所・参加者の名前
（ふりがな）
・

部☎365－5422）
きずな

囲碁を楽しみ絆を広めよう

南河内の歴史講演会

生年月日・身長・電話番号・保護者の名前を電
子メールで大阪狭山市こども会リーダー部
（k

とき ①17日㈬・②22日㈪・③29日㈪いずれ

odomo@osakasayama21.name） ※ １通

とき ５日㈮・12日㈮・19日㈮・26日㈮いずれ

も午後１時30分～３時30分 ところ 市立

につき１人

も①午後０時30分～３時30分、②午後３時

コミュニティセンター・大会議室 内容 ①

問い合わせ 大阪狭山市こども会リーダー

30分～５時 ところ 市立公民館・和室 対

真田家と北条氏、②真田幸村と冬の陣、③

部
（大久保☎080－3774－9901）

象 囲碁に興味のある人 内容 ①囲碁対

南北朝と楠木一族 講師 岩倉哲夫さん／中

局、②講師による囲碁講座 講師 中谷正雄

世地域歴史研究家 参加費 いずれも 500

８段 参加費 無料 定員 いずれも 30人

円 定員 いずれも 200人
（先着順） 申し

（先着順） 申し込み・問い合わせ 電話で碁

ホストファミリーを募集します
４月23日㈯・24日㈰に行われる
「狭山池まつり 2016 狭山池生誕1400年祭」
に、姉
妹都市のアメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市から７人が訪問します。その内５人
（男性２人、女性３人）
が、４月23日㈯～ 27日㈬の５日間、大阪狭山市でホームステイ
することを望んでいます。国際交流に関心があり、ホームステイの受け入れを希望す
るホストファミリーを募集します。
募集期間 １日㈪～ 29日㈪ 申し込み 市民協働・生涯学習推進グループにある申込

込み 参加希望日の２日前までに電話でさ

かけっこ！かぜのこ！おにごっ
こ！冬の親子遊びデー

将クラブ
（鴨☎080－5300－1843）
。電子

やか観光会
（谷上☎090－9719－2121）

とき 13日㈯午前10時～午後０時 ところ

メール
（kamo.kamon.0403@docomo.ne.j

問い合わせ 高野街道にぎわい再発見プロ

市民ふれあいの里 対象 おおむね３歳～９

city.osakasayama.osaka.jp）
も可 ※ 申込用紙は市ホームページからもダウンロード可

p）
またはファクシミリ
（FAX367－2690）
も可

ジェクト
（藤田☎090－2705－0244）

歳の子どもと保護者 内容 たこあげ、おに

用紙に必要事項を書いて、〒589－8501大阪狭山市役所市民協働・生涯学習推進グルー
プへ郵送または直接。ファクシミリ
（FAX366－0051）
または電子メール
（shimin-kyodo@
問い合わせ 市民協働・生涯学習推進グループ

※この広報誌は２万 6,600 部作成し、１部当たりの単価は 23 円です。
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