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地域の方からのおたより
池尻コスモス 花が好きな方募集！

第17号

連凧

T・F

発行：平成28年9月

とある晴れた日の狭山池♬お散歩を
していると、
お手製の連ダコをあげて
いる人を発見しました‼
通り行く人たちを楽しませてくれて、
とってもフレンドリーな
凧おじちゃんでした♪
アドブト・ロード・副池

池尻コスモスは花が大好きな人たちが集

投稿（N）
さん

まった花と緑のボランティアで、主な活動は東小学校の花いっぱ
いプロジェクト及び、狭山池北と副池の間の副池側の歩道で季節
の草花の植え付け育成の管理・除草・落ち葉履きなどで道行く人に
楽しんでもらえるような花壇をと思って活動をしています。是非
のお茶会は頑張った自分自身に大満足のひと時です。

さやまラウンドでは
「眠りを科学する」
のタイトルで講演会を開催します。

花の好きな方募集中で是非男性方も歓迎です。

適度な睡眠は、健康な生活の必要条件ですが、日本人は乳幼児から老人に

●問い合せ:072-365-0220 楠田

赤ちゃん自慢!!

至るまで世界で最も睡眠時間の短い国民です。

M．
N

しかし、睡眠不足は私たちの日常の集中力や創造力の低下、仕事の能率

コメント：竜之介

低下、
事故、
さらには生活習慣病などにつながります。

7か月です。お座りが、上手

厚生労働省は、
「健康づくりのための

になりました。気になるおも

睡眠指針 2014」
を発表し、国民に広く

ちゃを見付けるとずりばい

「睡眠の質」の向上について喚起してい

で移動していきます。
（MN）
現在は10ケ月に入ります。

地域のホット情報を募集しています
例えば、赤ちゃん自慢、ペット自慢、おもしろ動物、おすす
めスポット、こんな人物を発見したなど、いずれも写真と
コメントを添えて、E-mail 又は Fax で応募下さい。
お便り採用の方にクオカード 500 円
をプレゼントいたします。多数の応募を
電話番号を明記して下さい。

す）
見本
りま
変わ
は

柄
（絵

但し、運営委員の方は対象外です。

編集後記
NHKの100万人の花は咲くコーナに動画の投稿をして採用され
放映されました。内容は4月17日に開催した第2回さやりんフェステ
ィバルのフィナーレで全員で100万人の花は咲くを合唱した8分程
度の動画でした。放映されたのはNHK総合7月21日14：54から1分
間の放送でした。
構成は100万人の花は咲くの歌を7つの団体が1フレーズごとに
歌をつなぐ形式で最初にカナダの団体▶次に兵庫県・福井県▶狭
山中円卓会議▶・北海道・香港▶千葉・インドの順番でした。わず
か8秒ほどの動画でしたが皆さん注目して見ていただきました。円
卓のfacebookでは8分間の動画が見れます。
（U）

第187回は、平成28年9月24日（土）
事務所

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

さやまラウンド
（SAYAMA ROUND）

E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net

大阪狭山市市民活動支援センター 2F URL:http://www.sayamachuentaku.net/
TEL・FAX：072-366-8545

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）

ます。
●申込方法：ホームページまたはE-mail・FAXで

●日時：平成28年10月8日
（土）
開場：午後1：30

●会場：SAYAKAホール
●定員：90名

お名前
（ふりがな）
電話番号かE-mail、郵便番号、

講演：午後2：00〜3：30

参加人数を記載の上事務局まで申込ください。

大会議室

●受付：9月8日
（木）
〜10月6日
（木）
まで

先着順
（定員で締切）

●参加費：無料
（但し要予約）
PC

＊定員に達し受け入れ出来ない場合は申込み者に連絡します。

携 帯・ス マ ホ からは 、右 の Ｑ Ｒコードを 読 取り
E-mailで下記内容をご記入頂きお申込みください。
E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net

狭山中学校区まちづくり円卓会議の
ホームページからお申し込みください。

さ や まラウンド

Mobile

FAX

URL:http://www.sayamachuentaku.net/

円卓会議概要
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。
さやまラウンドの正式な名称は「狭山中学校区まちづくり
円卓会議」
ですが、短く別名で『さやまラウンド』の愛称にしてい
ます。
ラウンドはRound table（円卓）から取っています。

記入
要項

・代表者氏名・ふりがな・電話番号
・郵便番号・年代・参加者数

FAXからは上記内容をご記入いただき
右記番号にお願いします。

INDEX

狭山池クリーンアクションに参加しよう！
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
毎月第 4 土曜日 朝 10 時鳥居前集合

大阪府立大学 高等教育推進部門准教授
講師：浅田 博さん

参加申込方法

お待ちいたします。応募者の住所、氏名、

平成28年10月8日
（土）

参加者募集｜第17回講演会
「眠りを科学する」

狭山池、副池に来られたらお立ち寄りください。作業が終わった後

申込用QRコード

FAX.072-366-8545

目次：
第17回講演会の案内

表紙

第4回さやりんピックの開催・環境部会報告

1

情報部会・福祉教育部会報告

2

地域クラブ・団体紹介

3・4

地域の活動報告

5・6

地域の方からのお便り・編集後記

裏表紙

さやりんピック開催決定「模擬店へ出店する団体を募集」

11月24日
（土）

平成28年11月13日
（日）

狭山池築造1400年記念事業 「さやま〜再発見〜バル」

平成28年9月17日〜19日

大阪狭山市市民、来訪される方に対し市内にある魅力ある飲食店等を知っていただきた

今年度のさやりんピックは11月13日
（日）にさやか公園で

いと、1400年記念実行委員会が大阪狭山市観光大使さやま未来プランナーと共に企画

開催することが決まりました。

運営しています。飲食店・食品製造販売店が自慢の料理・商品一品とワンドリンク
（基本）

模擬店へ出店する団体を募集します。模擬店は狭山中学
校区、及びその周辺で活動する団体に限ります。

を用意し、お客さまがそれらのお店を、事前(及び当日)に購入したバルチケットを片手に

申込は円卓会議事務局まで、E-mail

「はしご」する、食べ・飲み歩きイベントです。

でお願いします。
一次締切は9月30日
（金）
まで

開

催

詳細はホームページなどで紹介し

日 平成28年9月17日(土)〜19日(月・祝)

の3日間

あとバル：平成28年9月20日(火)〜平成28年9月25日(日)の6日間

ますので確認を、お願いします。

開 催 場 所 大阪狭山市市内全域の参加店で
参 加 方 法 バルチケット購入→バル開催日、バルマップを手に気になるお店へ

●昨年のさやりんピック…写真提供：水野 剛志氏

バルチケット一枚でその店自慢の料理一品とワンドリンクorお持ち帰り一品など
バルチケット 販売価格：1冊（5枚つづり）前売券3,000円 当日券3,500円
販売期間：前売券
当日券
販売場所：前売券
当日券

平成28年9月1日(木)〜9月15日
（木）
平成28年9月17日(土)〜19日
（月・祝）
大阪狭山市商工会・参加店舗＋販売協力店舗
バル本部（金剛駅コンコースでの設置予定）

あとバル：チケットを使い切れなかったり、当日参加できなかった場合は「あとバ

平成28年5月29日
（日）

環境部会報告
平成28年度事業の一つ「第一幹線水路」美

ル」参加店で1枚500円の金券として利用できます。ただしあとバルでのチケット
は、お一人店舗1回あたり5枚まで
主
事

催 狭山池築造1400年記念事業実行委員会
務

局 「さやま〜再発見〜バル」事務担当大阪狭山市今熊1-540-3大阪狭山市商工会内

化清掃活動を、５月29日（日）午前10時に開

狭山池や市の魅力を引き出せるアート作品のプランを募集します。
応募作品は、狭山池博物館や市内の公共施設などで展示します。

始して1時間程で終わりました。
円卓構成員17名・大阪狭山市職員11名の
方に参加いただき、例年通り、池尻体育館前

狭山池クリエイティブフラッグ

辺りから上下流数百メートルの水路内と歩道

出展作品を募集します

周辺の草刈・除草作業を手際良くやっていた

■応募対象

平面・立体作品、
インスタレーション、
ワーク
ショップ、
パフォーマンスなど
※書類審査を行います。
製作費、材料費、輸送費、保険料などは応募
者の負担となります

■応募方法

池の駅プロジェクトさやまホームページ
http://ikenoeki.wix.com/sayamaikeから応募用紙
をダウンロード。必要事項を記入し、作品の概要・意図・イ
メージなどをＡ４用紙３枚以内にまとめたものを以下の
連絡先に応募してください。
電子メール：sayamaike.creativeﬂag@gmail.com。
FAX：
３２０‐４３４７。
９月１日㈭〜25日㈰必着

だき、無事に終える事が出来ました。
ご支援・
作業中

ご協力有り難うございました。
医療法人 恒昭会

脳神経外科・整形外科・内科・
リハビリテーション科・神経内科・
外科・形成外科・心臓外科

青葉丘病院

良質な医療サービスと和やかな療養環境を
提供し、地域の皆さまの健康を支援します。
急性期から回復期、維持期まで

豊川整形外科
休診日：水・日・祝・土午後

リウマチ科・整形外科
リハビリテーション科
デイケア ロコモ教室さやま
(90分のデイケア：西野ビル２階)

診療科目

内科、
神経内科、
精神科、
整形外科
放射線科、リハビリテーション科、歯科
社会医療法人 さくら会

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

併設

TEL

072-365-3821

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
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〒589-0011 大阪狭山市半田 5 丁目 2610-1
TEL

072-366-5757（代表） FAX 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

TEL : 072-366-8881
〒589-0008
駐車場あり
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）

http://www.toyokawaseikei.jp/

作業終了後

医療
法人

今 井 医院

住み慣れた地域で
過ごすために

将来は病院なのか施設なのか、
それとも今の住まいで過ごすのか。
その際どの人に看取ってもら
うのか。色々迷うこともあると思
います。目の前のかかりつけ医と
相談されてはいかがでしょうか。
そして、自身の将来だけではな
く最期まで過ごせる地域づくり
も一緒に考えませんか。
今井真

休診 : 日･祝日･木･ 土曜午後
池尻自由丘 1-3-24
TEL 072-366-1061

●問い合わせ 池の駅プロジェクトさやま☎080‐6187‐0597

德竹歯科医院

人にやさしい環境を創造する
Ozasa clinic

一般歯科 / 予防歯科 /
歯科検診 / 訪問歯科・往診

身近な健康パートナー

●駐車場（８台）
診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
9:30 〜12:30
15:00 〜19:00

休診日/木曜日・日曜・祝祭日

東池尻 5 丁目 1298-4

Tel072-368-3246

快適さを

不整脈・狭心症・心筋梗塞・高血圧・
喘息・糖尿病等にも対応いたします。

トータル技術で

夜8時まで診療

ご提案

診 療 時 間

月 火

水

木

金

土 日•祝

9：00〜12：30
17：00〜20：00

【休診日】

電気･空調･防災設備･設計
施工･総合保守点検業務

木曜午前・土曜日午後・日曜祝日
往診、在宅診療もご相談ください。
〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-1-5
電話：072-366-0088 FAX：072-366-0087
URL:http://ozasa-clinic.byoinnavi.jp/pc/

〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-29-15

TEL.072-365-3277(代)
FAX.073-365-3233

http://ozakidensetsu.co.jp
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地域クラブ・団体紹介/東小学校施設利用団体
インディアカ競技の“シリウス”

春秋会（東小・卓球同好会）

地域クラブ・団体紹介/北小学校施設利用団体
ラッキーズ

狭山北剣友会

●インディアカ

10年前から続いている楽しい競技で、ネットを挟んで4人編成

卓球は全身を動かすのでお医者さんも健康づくりに推奨して

でチームに分かれて競います。片手の平で羽根を打ち交わすと

いるスポーツ。
「卓球の試合よりもピンポンのラリーを楽しみな

いう、サーブ、
レシーブ、アタック等バレーボールと同じルールで

がら健康づくりをめざしています」
と同好会代表の前崎さんの言

す。ボールの代わりに使用する羽根の大きさはバトミントンの羽

葉。現在メンバーは年齢61歳〜79歳までの12名がピンポンを楽

根の約2倍の大きさです。

しんでおります。入会費、会費もゼロでスポーツ安全保険料

メンバーは現在10名ですが楽しく練習に励んでいます。興味
のある方はお気軽に見学に来て下さい。
●練習-東小学校体育館：毎週（金）午後７時半より

大阪狭山東ミニバスケットボールクラブ

（1,200円/年）のみです。
卓球は、
ラケットと体育館シューズがあれば楽しめるスポーツ
です。
●活動日は毎週月曜日と木曜日午後７時〜９時まで
●問合せ：前崎泰利さん（072-366-9870）

ソフトやろうぜ！ 狭山東ファイヤーズ

インディアカを通して和気あいあい、
リフレッシュ

「インディアカ」は、羽根の付いた特殊なボール（「インディアカ

自由な雰囲気の中にも日本古来の武道、剣道を通して子ども

ボール」
と呼びます。）を手で打ち合うバレーボールタイプのスポ

たちに強い心をもてるよう時には厳しく、時には楽しく指導。設立

ーツです。インディアカボールは、
ラケットなどを用いずに直接手

は24年前。現在、剣道を学ぶメンバーは17名、指導・運営にかか

で打ち合うことが大きな特徴です。

わるスタッフは顧問を含め14名。小学1年生の子どもに丁寧に指

創立は平成5年。現在メンバー10名で活動を続けています。

導される先生と礼儀正しい子どもの姿が印象的でした。

「試合に出るとかいうのではなく、メンバーが一緒になって羽根
を追いかけ、集中して体を動かし、心身のリフレッシュを楽しんで
います」

●幼稚園年長組から大人まで会員募集

初心者大歓迎！

●稽古：北小学校体育館で

●活動日：原則として毎週土曜日午後7時半〜

北小学校体育館

●入会金不要、参加費もインディアカボールを補充する消耗品
費として1年に一人1000円もあれば足ります。手軽に楽しめるス
ポーツです。関心のある方はぜひ、見学に来てください。
●連絡先：川端貞夫

大阪狭山東ミニバスケットボールクラブは、大阪狭山市立東小

基本重視、生涯剣道をめざし、
日々稽古に励む

０７２−３６６−５６８３

毎土曜（9：30〜12：00）、毎日曜（12：30〜14：30）
●入会金：3,000円会費：2,500円（月額）
（大人は1,000円）
●お問合せ先：磯野

090−5112−3309

岡田

090−3655−4031

●ホームページ：http://sayamakitaken.web.fc2.com/
●フェイスブックも配信中！

学校・北小学校の小学生を対象としたミニバスケットボールチー
ムです。 おもに東小の体育館で基本を大切に練習し、選手、
コー

30年前から活動している小学生ソフトボールチームです。小学

チそして保護者が一体となって活動しています。現在参加メンバ

1年生から6年生までの男子と女子の混成チームと就学前の児童

ーは男子15名、女子11名です。サポートするメンバーも吉岡ヘッ

も参加できるKIDSチームがあります。練習は東小学校の校庭グ

ドコーチとサブコーチふくめ9名で毎週（月・木・金・日）の練習と

ラウンドを土曜日の午前（9時〜12時）日・祝日は（9時〜午後5

公式戦を年4回、練習試合を月2回行っています。平日は午後5時

時）男女混成チームとして練習に励んでいます。現在在籍メンバ

未経験だから？

〜7時まで日曜日は午前9時〜午後4時までが練習時間です。取

ーは２９名です。監督の中尾さんはじめコーチスタッフも熱心に

そんな あなたを待っています

材の日も基本の運動を取り入れ体幹を鍛えながら基本の動作が

練習指導されていました。

できるメニューの練習に十分の時間をさいて指導されていまし

興味ある方はまず体験練習に参加ください。
（日曜日の午前中）

た。男 女ともメンバーを募集してます!

●募集学年：小学校１-５年

いつでも練習の見学および参加にきてください！興味をお持
ちの方はお気軽に連絡ください。
●問合せ：男子：080-3890-3346（国本）
女子：090-7344-6087（荒井）
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●運営費：入団金3,000円、
月運営費2,000円です。
●問合せ：

男女警備スタッフ募集

ASANO GEAR
株式会社

浅野歯車工作所

〒589-0004

携帯電話090-7960-6031（やまぐち）

大阪狭山市東池尻4丁目

ホームページ：http://www3.hp-ez.com/hp/faiya-zu/page1

1402番地の1

練習に参加の時は、軽く運動のできる服装で体育館シューズ・

TEL 072-365-0803

飲み物・タオルを持ってきてください。

FAX 072-365-0838

年齢：18 歳以上〜

（普通免許所有者優遇）

日給：7,000 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。

（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）
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地域の活動報告
狭山池物語Ⅲ〜さやまのまごころ〜

平成28年10月16日（日）

情報部会報告

た かし

狭山池築造1400年としてお芝居とダンスパフォーマンス
と歌で作り上げる狭山の土地にちなんだ作品公演です。
今を生きる皆が 昔を振り返ります。

大阪府大の教授川口剛司さんに
「くらしと微生物」のテーマで講演を

環境浄化・工

業用としてはアミノ酸・酵素・エネル

微生物の大きさや生息数などま

質・ビタミン剤・ワクチンなど鉱業や

た、人の体に生息する微生物の話な

農業と幅広い分野で利用の紹介が

チケット料金：前売2,500円、当日 2,800円。全席自由席

どの紹介があり、微生物はあらゆる

ありました。参加された方も用途の

＊3歳未満のお子様の同伴はご遠慮いただいています。

環境で生息しているが人工的に培

広がりに感心しておりました。

問合せ：090-4273-4192（スタジオウイズ）

養できないことなど、また微生物の

当日の参加者は43名でした。

ところ：SAYAKAホール の大ホール
定 員：1200名

企画・制作：越智良子、栂井 丈治 (SAYAKAホール)
主催：
（さやまのまごころ）制作委員会
共催：大阪狭山市文化振興事業団

かがく実験で未来のノーベルかがく賞

後援 大阪狭山市

平成28年8月3日（水）
・4日（木）
できると子ども達も大喜びの講座でした。参加の子供たちは、
23名でした。

立公民館の主催行事として今

利用分野も食品分野

ギー分野など医療品としても抗生物

いただきました。

と き：10月16日
（日）開場16：30開演17：00〜18：30

青少年セミナーの一環で市

平成28年7月23日
（土）

第16回講演会「くらしと微生物」報告

年で３回目の講座で８月３日

午後からは顕微鏡で見るミクロの世界（色彩と結晶）のテー

４日の２日間に４つの実験を

マで同大学の工学研究科成澤先生の講座があり、翌日にはリ

大阪府立大学の先生を講師に

ニアの世界・超伝導・磁石の不思議のテーマで同大学の工学

開催されました。

研究科野口先生の話、午後からは海中ロボットが見守る海の

福祉教育部会報告

平成28年6月26日
（日）

人と防災未来センター研修

第1回市民研修会「学びに行こ会」が開催されました。人と

参加者の方々には多くの事を学んで頂く事が出来たと思い

防災未来センターで阪神淡路大震災での教訓を学び、ボラン

ますので、多くの方々に語り継いで頂きたいと思います。部会

ティアの語り部の話を聞き、次世代に語り継ぐ事の大切さを

では共に活動して頂ける方を募集しております。
ご協力頂け

教わりました。昼食の後は、神戸港震災メモリアルパークにて

ます方は、裏表紙の円卓会議事務所までご連絡ください。

震災時のまま保存されている神戸港の堤防を見学し、地震の
破壊力を再認識しました。モザイク周辺を散策後、被災酒造
施設の復興状況を見学して、無事に帰途につきました。

健康の話を有馬先生がされました

初日の８月３日は工学研
究科の津久井先生が小学生
４年・５年・６年生の児童に新電池三兄弟（太陽・燃料・熱電電
池）の最先端の話を解りやすく説明しておられました。
太陽電池のモジュールを利用して太陽の入射角による発電効
率の変化や水をつかって水素を発生させる小型のモジュールを
利用した燃料電池の概念の説明と、
この水素エネルギーを利用
した模型自動車を動作させる実験など大人でも興味が持てる実
験でした。最後に熱発電素子と熱発電の電圧確認測定用のメー
ターまでお土産としていただき家庭のなかで熱発電の実験が
地域密着型介護老人福祉施設

寿里苑 花舞の郷

・・

なるほど…納得。
きれいを実証する。

経絡リンパマッサージ

十字堂薬局
☎072-366-6301

大阪狭山市狭山 5-2258-5 大阪狭山市駅前ビル 1F
●営業時間 / 朝 9 時〜夜 9 時半 ●定休日 / 日曜日
至北野田

ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

山野愛子どろんこ体験エステ
(60分)

エステティシャン

2160yen!!

大阪狭山市東野西 2-787-1

TEL.072-367-8711
5

TEL

（主要ブランド）
●コスメデコルテ・AQ ●ｄプログラム
●ベネフィーク
●海のプレディア
●アルビオン・エクシア ●カネボウリサージ
●資生堂クレド・ポー・ボーテ

コイン
パーキング
〒

072-365-1870

URL： http://doronko-atorie-u.on.omisenomikata.jp/

■狭山ニュータウン コノミヤ前
☎072-366-3733
■金剛銀座街
☎0721-29-2565

一方通行

●

●交番

タバコ

●消防署

生徒募集中！

山野愛子どろんこ美容大阪狭山市店(有)アトリエU

〒589-0005 大阪狭山市狭山 1 丁目 2355-8

SINCE 1951

山市駅
大阪狭

何でもお気軽にご相談ください

ヤマノでキレイ、始めませんか？

自転車置場

十字堂薬局

「泥」と「琥珀」で世界基準へ！

●紀陽銀行

コイン
パーキング

●市役所

至金剛

施術時間

60 分

約

お試しチケット
通常￥5,000 を

半額

￥2,500

お車でお越しの方は︑
お近くの
※
コインパーキングに駐車して下さい︒
︵料金は当店が負担いたします︶

ヤマノの確信。

介護サービスのことなら

・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

カラダかる〜くなります・

®

10/14
まで

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

株式会社

さやま車検センター

電気設備工事
設計施工
株式会社

大本電気工事

保険資格者 9 名在籍・代車 20 台完備

落合モータース

大阪狭山市駅付近スタジオ内

Studio With
ヨガ

動くヨガ・リラックスヨガ
●第１・３金曜日 19 時〜 20 時

NEW→ 50 歳からのゆったりヨガとストレッチ
●第 3 金曜日 13 時〜 14 時

ピラティス

落合モータース
大阪狭山市東野西 3-688-5
TEL 072-365-3030
（代）

ヨガ・ピラティス・ダンス

筋力・プロポーション維持
●第 2・4 木曜日 19 時 30 〜 20 時 30

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

☎ 072-366-3778
FAX 072-366-9234

★他 ダンス・体操・クラシックバレエ
大人バレエクラスがあります
見学・体験できます

お問い合わせ : 越智

090-4273-4192

http://studiowith.jp/
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