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地域の方からのおたより
市制30周年記念行事
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平成29年4月29日
（土）
〜30日
（日）

第19号

4 月 29 日
（祝）
と 30 日
（日）の 2 日間狭山池祭りが開催され
来場者は 52,000 人でした。

赤ちゃん自慢!!

H．
N

4 月 29 日は、強風で運営テントが張れない状態が夕方近くま
で続きました。
その後風もおさまり灯火輪の準備が進められまし

慶人（けいと）

た。午後 7 時に点灯して 8 時の花火打ち上げまでローソクの光の

6ヶ月まえの離乳食を始め
た頃の写真です。
輪が狭山池の回りを囲みました。
その幻想的な風景に 1 日の疲
朝ごはんは少し眠たいね。
これからも元気に成長する れも吹っ飛びました。
よう
30 日は天気もよく風も収まり、来場者も前日より数倍多く、落と
美味しいご飯たくさん作る
し物や迷子の対応で各運営テントのメンバーも本部との連絡に
ね

参加者
募集

写真提供

第19回講演会「心と身体楽しく動かしましょう！」

を、
開催します。
能は、加齢とともに低下する傾向があります。自分

例えば、赤ちゃん自慢、ペット自慢、おもしろ動物、おすす

いよいよ本格的な夏の到来です。子ども達は、夏休みが楽しみ

めスポット、こんな人物を発見したなど、いずれも写真と

でしょうが、家庭では雑用が増し、生活のリズムを維持するのに

コメントを添えて、E-mail 又は Fax でご応募下さい。

大変だと思います。

をプレゼントいたします。多数の応募を
お待ちいたします。応募者の住所、氏名、
電話番号を明記して下さい。

さて本情報誌発刊から7年になり、記事の取材から始まり、ま
す）
見本
りま
変わ

た情報提供者の意思を的確に伝える難しさを感じつつ、今後も
情報誌の役割を考えながら、愛読される情報誌にと頑張ります

柄は
（絵

ので、
ご支援の程お願いいたします。

但し、運営委員の方は対象外です。

住所：大阪狭山市狭山1-862-5

（野元）

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 1F URL:http://www.sayamachuentaku.net/
TEL・FAX：072-366-8545

地域密着型介護老人福祉施設

寿 里苑 花 舞 の 郷

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）

德竹歯科医院

・・

カラダかる〜くなります・

なるほど…納得。

一般歯科 / 予防歯科 /
歯科検診 / 訪問歯科・往診

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

ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

社会福祉法人 博光福祉会
589-0004 大阪狭山市東池尻 4-1336-1
〒589-0005 大阪狭山市狭山 1 丁目 2355-8
TEL：072-367-4187

FAX：072-368-8777

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

SINCE 1951

（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

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

コイン
パーキング
〒

十字堂薬局

何でもお気軽にご相談ください

●駐車場（８台）

山市駅
大阪狭

介護サービスのことなら

自転車置場

一方通行

●

●交番

タバコ

●消防署

●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

8/13

まで

を維持しなければなりません。
講師：池島栄治郎さん
NPO法人みんなのスポーツ協会事務局長

今から出来る体操やトレーニングを学びましょう。

問合せ：さやまラウンド事務局まで申し込みください。
●申込方法：ホームページまたはE-mail・FAXで
お名前（ふりがな）電話番号かE-mail、郵便番号、
参加人数を記載の上事務局まで申し込みください。
●受付：７月２０日〜

●日時：平成29年8月19日（土）
開場：午後1時30分 公演：午後2時〜3時30分
●会場：市役所南館 2F講堂
●定員：30名 先着順
●参加費：無料（但し要予約）
●持ち物：運動しやすい服装・スニーカーなど

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

至北野田

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︶

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

の心と身体をしっかりとコントロールできる能力

参加申込方法

事務所

狭山中学校区まちづくり円卓会議

筋肉や神経・骨・血管などあらゆる組織の諸機

編集後記

お便り採用の方にクオカード 500 円

平成29年8月19日
（土）

いきいきとした健康生活のために体験型講演会

追われていました。

地域のホット情報を募集してます

水野さん

申込用QRコード

FAX.072-366-8545

目次：
第19回公演会の案内

表紙

臨時総会報告・第3回さやりんフェステバル開催

1

環境部会・福祉教育部会・第18回公演会報告

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

11月24日
（土）

平成29年5月24日
（水）

通常総会開催

三円卓会議合同事業 「狭山池パレード」を開催します
私たち、３つのまちづくり円卓会

30周年記念まちづくり円卓会議合同事業実行委員会（特定

議は、それぞれの中学校区（南中学

非営利活動法人南中学校区円卓会議、第三中学校区まちづ

校区、第三中学校区、狭山中学校区）

くり円卓会議、狭山中学校区まちづくり円卓会議の３つの円

で地域のニーズに即した事業の選択

卓会議による）を結成し、
「３」をキーワードにまちづくり円卓

及び提案などによる地域内コミュニ

会議合同事業「狭山池パレード」を実施します。ハロウィンな

ティの醸成、地域内で活動する各種団体の連携による
「地域

どの仮装をしていただき、わが街の市制30周年を市民でお

のことは地域で考える」
を実践するため日々活動しています。

祝いをし、安心安全で住みよい街にするために、皆さんでア

この度、市制施行30周年を記念して、大阪狭山市市制施行

イデアを出し合って、その発表の場にもさせていただきたい

通常総会が、市役所3階会議室で開催されました。以下、議事進行をお伝えします。
事務局長が資料確認。構成員167名、出席60名、委任状提出43名を確認の上、総会の成立が確認されました。続いて、議長選任
がおこなわれ、議事が開始。議案は、以下のとおりです。
○1号議案

会計係から28年度事業決算報告
29年度事業予算案を説明。

○2号議案 28年度事業報告
情報部会：地域情報誌

年3回発行、講演会

年3回開催

市民交流部会：さやりんピック、
さやりんフェスティバル
環境部会：年２回水路清掃
○3号議案 運営委員の補充

と存じます。飲食店舗や「ゆるキャラ」
も複数登場いたします。

第一幹線水路・東除川

福祉教育部会：学びにいこ会

ご協力・ご参加宜しくお願いいたします。

研修見学

１．開催日時

堀野利明氏（池の原）を選出する。

２．場

１号・２号・３号、全ての議案が承認されました。

業

名

承認予算額

（地域情報ネットワーク事業）

¥2,626,000

２ 狭山中学校区円卓会議

（さやりんピック事業）

¥1,000,000

３ 狭山中学校区円卓会議

（美化活動事業）

1

狭山中学校区円卓会議推進事業

４ 狭山中学校区円卓会議
５ 福祉と教育の充実事業

狭山中学校区円卓会議推進事業と統合

第3回さやりんフェステバル開催

¥1,071,000
¥0

ホワイエでは地域の方の作品展が行われて、
ちびっこ写
れていました。

ASANO GEAR

円卓メンバーは本番での時間配分を

いて歩こう」を合唱しました。

株式会社

浅野歯車工作所

〒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

1

と、昨年大好評を得た「さやま〜再発見〜バ

ご」
する、食べ・飲み歩きイベントです。

ル」が、今年も開催されます。

くわしくは、Facebook 等で

未経験だから？

演奏と演技のほかゲストとしてFather

レには会場が一体になり皆で「上を向

日 ) に購入したバルチケットを片手に「はし

男女警備スタッフ募集

舞台では、市民グループ16団体の

ーチを求められ登壇しました。
フィナー

ある魅力ある飲食店等を知っていただきたい

第198回は、平成29年7月22日（土）

真家二人組の写真や絵画、書道、手工芸品、華道など展示さ

プライベート参加の古川市長もスピ

し、お客さまがそれらのお店を、事前 ( 及び当

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

平成29年5月1４日
（日）

参加者がありました。

確認しながら運営を進めていました。

大阪狭山市民、来訪される方に対し市内に

料理・商品一品とワンドリンク（基本）を用意

円卓会議主催のさやりんフェステバルが開かれ1,280名の

露されました。

平成29年9月22日〜24日

市内の飲食店・食品製造販売店が自慢の

5月14日（日）SAYAKA大ホールで狭山中校区まちづくり

to Sonのメンバーによる演奏と歌が披

狭山池及びさやか公園

第2回 「さやま〜再発見〜バル」

¥290,000

（地域文化祭事業）
→

所

平成２９年１０月２９日
（日）午前11時〜

※詳細内容については、決定次第お知らせいたします

平成29年度事業計画の確認と事業計画予算承認を受けました。
事

平成29年10月29日（日）

そんな あなたを待っています
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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地域クラブ・団体紹介

地域クラブ・団体紹介
「やすらぎの輪」
ヨガ

ビートストレックス

大阪狭山桜太鼓

やさしいフラダンス

からだに響く太鼓の音が聞こえます。SAYAKA ホールのリ

2013 年 6 月から発足して 4 年目のグループです。インスト

ヨガを指導して43年になります。
この健康体操は、益々ニー

ダンスとエアロビクス・ストレッチング・ウエイトトレーニング・ヨ

ハーサル室で平日夜 7 時〜 9 時まで太鼓の練習に励んでお

ラクターの石倉さんの指導で狭山地区会館を利用して金曜

ズが高まり、大阪狭山市には多くのグループがあります。現在

ガ・ピラテスなどの要素を効果的に組み込み1つのエクササイズ

ります。

日コースのメンバー10名が有名な「カイマラヒラ（ダイヤモ

活動しているのは10名で40〜60代、女性9人、男性1人がサ

にしたもので、
リズム感を取り入れて体を動かす健康体操です。

ンドヘッド）」を練習していました。黄色と赤のパウスカートが

ヤカホール３Ｆの和室のマット上で練習していました。

「深山」、
「打てや囃さん」、
「SAZARE」、
「風走る青垣」、
「花
火」など力強い演舞を拝見しました。
メンバーは 40 〜 50 代の元気で素敵な女性たちです。
こ

鮮やかにさえて素敵な衣装でした。
さやりんフェステバルには木曜日のメンバーも加わり、17
名で披露されたとのことです。

指導士は、体内の仕組みを熟知しており、面白く冗談を交え

活動を始めて9年。現在、
メンバーは100名程。練習は、いつ参
加してもＯＫ。月〜土午前9時45分〜12時までSAYAKAホール

ながら教えています。体を転がしたり、突っ張ったり、健康アド と、火曜日・木曜日夜は午後7時30分〜９時までは社会教育セン
バイスをしながら腎臓・膀胱・股関節・腰痛等への効果、腹式

ターか東村公民館・狭山地区会館ででやっています。熱意溢れる

フラダンスステップは手、腕、腰、足を常に動かし続けるた

呼吸、内蔵の刺激、血行促進のポイント等を教えてくれます。

若々しい指導者の村上さんに聞いたところ、健康維持を活動目

りなど叩くイベントで活躍しています。

め、健康にもダイエットにも良いと注目されています。
まずは

入会、休会は自由で再入会も快く引き受けているのが長く続

的とし、
メンバー全員が大切にしているのは「笑顔」です。皆様も

メンバーの募集をしています。

ステップから！、60歳からはじめるフラ！などシニアクラスも ス

いている秘訣だそうです。

爽やかな汗をかきに来て下さい。

のメンバーの演舞を見られた方も多いと思います。狭山池ま
つり・さやりんフェステバル・さやま芸術祭・地域での夏祭

タートします。興味の有る方は練習に参加されませんか。
問合せ：清水さん

問合せ：中川さん

問合せ先：村上さん

TEL：0721-65-6216

問合せ：石倉久美子さん

携帯:080-4396-4451（平日午後6時〜10時まで）

携帯:090-4496-9370

E-mail:saho-chan.0605@ymobile.ne.jpまで

メール:be-mine.f.w.ﬂ.gh-tl@ezweb.ne.jp

ミエコ、エカヒ、
フラ、ハラウ

携帯：090-6414-8544

チグサダンスコミュニケーション
指導されているのは

糸東流空手道 太西会

JAZZ ダンス･モダンジャ
ズ・バレエを基礎とした

太西会は、1969年に堺市中区土塔を拠点に発足し、南大

レッスンでフリースタイ

阪を中心に空手道の発展と青少年の育成を目指してきまし

ルのジャズダンスです。

た。道場としては19地区にあり大阪狭山市では狭山支部と狭

対象は、5 歳〜大人ま

山大野台支部があります。狭山支部は12年前からSAYAKAホ

での女性で時間帯をわ

ールのリハーサル室を利用しています。
通常クラスではスポーツ空手と武道空手の両面を取り入

趣味と癒しを兼ねて12年前から始めていて、現在の登録者は

れ、初心者から黒帯の上級者までが一緒になって練習をおこ

50名、40歳前後の主婦層が多く、取材時はSAYAKA ホールリハ

なっています。

ーサル室の壁一面の鏡に姿をうつして、長いスカートの裾を揺

練習日は毎週水曜日午後7時〜8時30分まで、5名の指導者

らしながらフラダンスをしていました。

と6歳児から中学2年生までの男女20名ほどが練習に励んで

ゆったりとしたハワイアンを楽しみストレス解消。
これが日々

います。モットーは「楽しく空手を好きになって欲しい」また

の疲れを癒してくれます。時々、各地のイベントやハーベストの

「自分に自信を持たせたい」。併せて礼節を指導しています。

丘で踊っています。
練習日は毎月初めに予約SAYAKAホール：午後１〜３、
コミュ二

問合せ：西辻さん
携帯：090-2100-9322

3

テイセンターは別に予約で
す。
一度見学に来て下さい。

けて秋田千草さんが指導されています。
SAYAKA ホールのリハーサル室で毎週金曜日午後 6 時か
らはチャイルド①（5 歳 ~ 小学校 3 年まで）午後 7 時からは
チイルド②（小学校 4 年生 ~6 年生まで）午後 8 時からは（中
学生〜大学生）対象です。
ダンスを通して、頑張る力・そして仲間と協力することの大
切さも経験していただけます。
問合せ：秋田千草さん

問合せ：横井さん

携帯：090-1959-7985

携帯：080-6168-1124

メール：chigusa-a-0827@ezweb.ne.jp
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地域の活動報告
狭山の美景 狭山池の桜、色々。

平成29年4月見頃どき

平成29年5月27日
（土）

環境部会報告

私達、市民の誇り、狭山池。池には四

ガンが大半で、少し遅咲きの濃いピンク

「第一幹線水路」美化清掃活

から上下流数百メートル間の

季折々の良さがあり、特に池堤に咲く春

色のしだれ桜や珍しい薄緑色のウコン

動を行いました。今年も天候に

雑草刈りや歩道の除草等を無

の桜は素晴らしい。

桜へと時をずらして人々を楽しませてく

恵まれ、円卓会議構成員および

事に終える事ができました。

れる。今年はＴＶの取材が入り、多くの

大阪狭山市職員の方等総勢35

3月半ばに咲く濃赤色の彼岸桜から
始まり、4月は可憐で愛らしいコシノヒ

人出で賑わった。

●作業確認

福祉教育部会

彼岸桜

しだれ桜

北小学校区青少年健全育成連絡会「石ころアート」

ウコン桜

平成29年5月5日（祝）

●清掃後

第2回学びに行こ会

ースで参加しました。円卓メンバーでもある山野さんの指導

園の連続一体化構想」の一環で、大阪市中央体育館跡地に

した。今回は、津波・高潮ステーションと大阪歴史博物館の2

移転したNHK大阪放送局の新放送会館との複合施設とし

つの施設を見学しました。

て、大阪市と日本放送協会との共同

津波・高潮ステーションは津波・高潮が発生したときの西

で建設されました。
「大阪市立新博

大阪地域の防災拠点および津波・高潮災害に関する啓発拠

物館」
と
「考古資料センター」双方の

点となる施設です。かつて大阪を襲った高潮や、近い将来必

構想を統合した施設です。

ず大阪を襲うと言われている南海トラフ巨大地震と、地震、

ントのサポートです。
石ころアートは、
自然にある石に顔を書いて行くもので一つ
一つ形の違う石に合わせた表情ができる楽しみがあります。
石ころアートは、山 野さんの自宅（大 阪 狭 山 市 東 池 尻
可能です。
TEL：072-365-6070
携帯：090-5673-6725（山野）
まで連絡ください。
・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

人にやさしい環境を創造する

快適さを
トータル技術で
ご提案
電気･空調･防災設備･設計
施工･総合保守点検業務

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

http://ozakidensetsu.co.jp

5

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

か？

平成29年1月14日
（土）

さやまラウンドでは『あきらちゃん

ド＆スマイルスマイル＆さやま未来

＆コロッケくんwith音タネ一座あそ

プランナーのみなさんも踊ってくだ

びうたコンサート』を大阪狭山市立

さって会場は盛り上がりました。
ホントに寒〜い中、あそんでくれ
た200名の親子のみなさんに感謝

くんの2名で進める進行も今回は生

です。主催者としても会場の元気を

バンドの音タネさんの演奏でより楽

いただきました。次はもっと楽しい

しくしてもらえました。さやまラウン

コンサートを企画してみたいです。

良質な医療サービスと和やかな療養環境を

株式会社

提供し、地域の皆さまの健康を支援します。

大本電気工事

保険資格者 9 名在籍・代車 20 台完備

いつもは、あきらちゃんとコロッケ

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

急性期から回復期、維持期まで

☎ 072-366-3778
FAX 072-366-9234

今井医院
親子の関係

医療の現場で、やり直せない親
子関係に立ち会うことがありま
す。
お互いが頑なである場合、相手
うよりも、
まず自分から一歩、
歩み

診療科目

寄ってはいかがでしょうか。

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

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

医療
法人

（親、子供）に変わってほしいと願

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

TEL
併設

TEL.072-365-3277(代)
FAX.073-365-3233

さやま車検センター

医療法人 恒昭会

電気設備工事
設計施工

落合モータース

〒589-0007 大阪狭山市池尻中3-29-15

が、参加の皆さん満足されました

東小学校で開催しました。

5-1480-21）でもギャラリーを開いており事前予約で見学も

希望の方は：

定員70名募集案内の行事でした

第18回公演会 あそびうたライブでGO！

されている
「石ころアート」を子どもたちに楽しんで貰うイベ

＊ギャラリー見学

平成29年6月25日
（日）

福祉教育部会と市民交流部共催で市民研修会を実施しま

また大阪歴史博物館は、大阪市の「難波宮跡と大阪城公

ワールド」に北小学校区青少年健全育成連絡会がテントブ

ざいました。

名の協力を得て、池尻体育館前

津波発生時の対応を学べました。

5月5日の子どもの日に開催された「go！go！ふれあいの里

ご支援・ご協力ありがとうご

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

人の心を変えることはできませ
ん。
自分の心を見つめ直すことは、
何歳になってもできることです。

〒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

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

Ozasa clinic

身近な健康パートナー
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。
夜8時まで診療
診 療 時 間

月 火

水

木

金

土 日•祝

9：00〜12：30
17：00〜20：00

【休診日】
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/

2

