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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

第9号　発行：平成26年2月

平成25年10月20日（日）

●「狭山池の日の出」　写真提供 水野剛志氏

第3回『さやりんピック』開催！

　午前９時の開始前から雨が降りだし開催が危ぶまれまし
たが、会場の水みらいセンターの芝生のグラウンドのコンデ
ィションは良好。水たまりひとつ無く開催にこぎつけることが
できました。雨のため中止する競技もありましたがプログラ
ムを進行しました。模擬店も販売を開始し、飲食ブースのテ
ント内は親子連れでにぎわっていました。
　「早く雨がやんでほしい」というみんなの願いも届かず、雨
は一段とひどくなり、午後１時大雨注意報が発令され閉会
式前に中止になりました。
　当日は、雨の中 680 人（スタッフ含）もの参加がありました
が「さやりんピック」が決行しているとの情報が地域に伝わら
ず、多くの市民の方々が、雨で中止だろうと判断され、楽しみ
にされていた方々が参加できなかったようです。大会本部
は、今後の課題として改善していきたいと話していました。
　企画から準備、そして当日の運営に奮闘していただいた
スタッフのみなさん、雨の中参加していただいた多くの市民
のみなさん、会場を貸していただきました狭山水みらいセ
ンターの職員のみなさん、ほんとうにお疲れ様でした。

第3回
狭山水みらいセンター「かがやき広場」
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11月24日（土）

事務局報告•臨時総会開催

防犯•防災部会-避難場所現地調査

環境部会報告-念願のホタル飼育場見学
　10月25日台風27号が、日本に接近している中、宮田
部会長初め６名の環境部会会員で、富田林市佐備にあるグ
リンピア東条で行っているホタル飼育場を見学しました。
　担当者の重松さんから、親切な説明を受け、大変驚き感
心しました。中でもホタルの餌であるカワニナ飼育の話や
ホタルの1㎜程の産卵に神経を使うことと成虫に成るまで
の水の交換から、餌の与え方にも大変な努力が必要である
ことを改めて認識しました。

　平成25年10月8日臨時総会が、開催されました。
この時期の臨時総会は、次年度の事業計画に対する
予算措置申請の承認に特化した審議となります。
①出席者56名・委任状40名、合計96名。構成員148名
に対して過半数出席（委任状含む）の為、規約第9条
第4項に基づいて総会の成立を確認。
②構成員（運営委員）の確認。
③議事「平成26年度事業計画案」について、審議され
ました。

　各部会及びプロジェクトチームより事業計画及び予算

措置申請（いずれも案）が説明されました。今回は既存
の4部会（情報・市民交流・環境・防犯防災）に加え、新規
プロジェクトチームとして「地域文化事業」を立ち上げ、
新たな取り組みを試みます。
　一括審議とし、全ての案が可決成立いたしました。
　結果、予算措置申請額は合計4,998,000円となり、担当
部署の精査を経て、議会の承認を待つこととなります。
　決定がなされましたら、追ってホームページ等で
ご報告をさせて頂きます。みなさん、各事業への積極的な
ご参加ご協力をお願い致します。

　去る12月23日（祝）昼に、市より避難場所として指定さ
れている池尻体育館、及び敷地内にある防災倉庫内を
確認しました。
　体育館の収容可能人数やトイレの数や水道栓の数な
どの施設状況や、備蓄されている資器材の状況など確認
をしました。
　今後、校区内の避難所をすべて調査し、みなさんへ避
難所の状況を報告していきたいと考えています。

　

　また飼育場近くの東条小学校の６年生も、学校の裏
山で山の湧き水を使って自然環境のなかでカワニナの
飼育に取り組んでいるのには感心しました。
　次に同じ飼育仲間の国分さんの家でもため池の水を
利用してカワニナを飼育されている所を見学させて頂き
ました。これから第一幹線水路にホタルの飛び交う姿を
夢見て一歩ずつ前へ進めて行きたいと思います。

2013年10月8日（火）

2013年10月25日（金）

2013年12月23日（祝）
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日時：平成26年3月15日(土）
開場：13：00　開演13：30　終演15：00（予定）

会場：大阪府立狭山池博物館2F　ホール

主催：さやまラウンド（狭山中学校校区円卓会議）

定 員：120名 申込順

参加費：無料（但し要予約）

申込み方法：E-mailまたはFAXで下記を参照ください。

情報部会報告

第８回さやまラウンド講演会　あきらちゃんとラーメンちゃんと音タネ一座とみなさんと 10月26日（土）

第9回さやまラウンド講演会　「心と体を育む食資源と食の科学」健康になる、食材選びの最新情報

　「あきらちゃんとラーメンちゃん＋音タネ一座と皆さん
と」のコンサートが市立東小学校で10月26日に、おこなわ
れました。台風の接近があり開催が危ぶまれましたが日
頃の精進が効いたか（？）無事開催でき「ほっ」としました。
　若いおかあさんと子ども達も多く参加いただき、大人も
子どもも歌って踊り、楽しい時間を過ごすことができまし
た。総数400名もの参加がありスタッフ側も大満足でし

た。参加のみなさんからのアンケートを見ると市内の方が
77％、市外の方も23％参加されていました。今回は、大阪
狭山食物アレルギー・アトピーサークルsmile・smileとさ
やま未来プランナー2つの団体の協力も得ました。
　楽しかったのコメントも多くいただき、今後も楽しい講
演会の企画も進めたいと思いました。

参加の
申し込みは

申込用QRコード

講師：阿部一博
帝塚山学院大学特別研究員
大阪府立大学名誉教授

1.E-mailでの申込み方法 （携帯）
左図のQRコードを読み取り代表者氏名・
電話番号・郵便番号・年代・参加者数を記
載の上送信ください。
PCの場合は、以下のアドレスまで
sayamachuentaku@sayamachuentaku.com

２．FAXの場合はFAX 072-366-8545 
第９回講演会係り　講演会希望と記入のうえ
①代表者のお名前②参加の人数と年齢③代表
者の電話番号をご連絡ください。
一度に6名までお申し込みできます。

バランスの良い食生活を続けるためには
●栄養３色とは・・・
●食材の個性とは
●いろいろな国の料理を知ろう
など楽しい話が聞けます。

脳神経外科・整形外科・内科・リハビリテーション科

〒589-0011 大阪狭山市半田 5丁目 2610-1
072-366-5757 072-367-2808

http://www.sakurak.jp

（代表）FAXTEL 

医療法人 さくら会

24 年 4 月 大阪南脳神経外科病院から

「さくら会病院」へ
病院名を変更しました

医療
法人
毎週火曜日（午前、午後）: 院長外来
今井医院

池尻自由丘1-3-24
TEL 072-366-1061

休診 :日･祝日･木･ 土曜午後

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）

リ ウ マ チ 科

整 形 外 科

リハビリテーション科

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

病気になる前の
転ばぬ先の杖として

自己管理に加えて「家族の理解」
が大切です。特に、ご高齢の患
者さんは家族の方と一緒に来院
して見てください。「よく一緒
に来てくださいました」と挨拶
いたします。それだけでも何か
あった時に医療現場は動きやす
くなります。
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地域の学校紹介

　昭和26年に創立された伝統ある狭山中学校。「人間尊重
の精神を基盤とし、学習の大切さを知り、真理と平和の意味
を自覚した実践力のある人間の育成をめざす」を教育目標
に掲げ、年間をとおして様々な教育活動を展開しています。
　また、近年高まりつつあるキャリア教育の充実にも向け、
校区の保育園、幼稚園、小学校などとも連携し、長期的、

計画的な取り組みをすす
めています。
　本校の代表的な行事の
一つである体育大会は、
今年で第63回目を迎えま
した。今年も縦割り活動を

中心とした取り組み、他
学年と協力することや
全力を出し切ることな
どの大切さを体感しま
した。
　また、総合学習発表
会では合唱、劇、作品や研究成果の展示などを行い、素
晴らしい行事に仕上げてくれました。年々、質の高まりを
感じています。
　今後とも、子どもたちのため、ご支援ご協力をお願い
します。

　北小学校の学校教育目標は『がんばり・やさしさ・つなが
り』です。この目標には、「がんばりを認め合える子」、「相手
の立場に立てるやさしい子」、「みんなで助け合う子」になっ
てほしいという願いが込められています。
　『がんばり』としては、北小子どもまつりなどの子どもたち
が主体的に活動する学校行事、「考える力を育てる」をテー

マにした校内研修、全学年
を通しての体力づくりがあ
ります。
　『やさしさ』としては、給
食の準備時間や放課後な
どの隙間の時間を使った
支援体制やアレルギー児

童に対する支援などが
あります。平素から相手
の立場に立って考える
やさしさを大切にして
います。
　『つながり』としては、
異学年交流や幼稚園との交流を行っています。また、PTA
や地域の方々にも登下校をはじめ様々な場面で子ども
たちのことを見守っていただいています。
　北小学校は、子どもたちと教職員のがんばり、一人ひと
りの子どもによりそうやさしさ、北小学校を中心とした
様々なつながりを大切にし「やさしい気持ちをもち、人と
自分を大切にする北っ子」を育てています。

　大阪狭山市バレーボール連盟
所属の「狭山東」チームは、毎週
練習に励んでいます。メンバーは
30代から60代までのママさん13
名でわいわい楽しく練習してい
ます。
　また６人制・９人制に合わせ
て年間10回ほどの試合にも参加
しています。

●大阪府ママさんバレーボール連盟の試合
　大阪府内の体育館が３回
●南河内ママさんバレーボール連盟の試合が４回　
●南部地区家庭婦人バレーボール大会の試合が１回
●大阪狭山市バレーボール連盟主催の試合は
　市長杯や交流親善大会があります。
●練習日時及び会場は
　木曜日　19 時 ~21 時　北小学校
　土曜日　  9 時 ~12 時　東小学校

　東小学校は、明治5年11月24日に創立されました。その
頃は、「狭山郷学校」という名前でした。昭和62年10月1日
市制施行により「大阪狭山市立東小学校」となり、現在141

年目を迎えた市内で一番古い学校です。狭山池と地域の
方々に見守られながら、地域に信頼される学校をめざして
います。

部員も募集中です、運動することは体力の維持や向上につながります。
見学大歓迎！お待ちしています。申し込み：366-2297（FAX兼）谷村まで

子ども見守り隊・防犯ステーションの方との交流

地域の行事での交流 狭山池ランニング

お年寄りとの交流 花いっぱいプロジェクト子ども見守り隊・防犯ステーションの方との交流

地域の行事での交流 狭山池ランニング

お年寄りとの交流 花いっぱいプロジェクト

気軽に楽しくをモットーに・・練習しています。気軽に楽しくをモットーに・・練習しています。

『がんばり・やさしさ・つながり』

「一人ひとりが輝く学校」
大阪狭山市立東小学校

大阪狭山市立狭山中学校

大阪狭山市立北小学校　

地域クラブ・団体紹介

創立：明治5年

ママさんバレー・狭山東チーム

大本電気工事

電気設備工事
設計施工

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

株式会社

☎ 072-366-3778
072-366-9234FAX

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

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 落合モータース

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

創立：昭和26年

創立：昭和52年
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一つである体育大会は、
今年で第63回目を迎えま
した。今年も縦割り活動を

中心とした取り組み、他
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全力を出し切ることな
どの大切さを体感しま
した。
　また、総合学習発表
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晴らしい行事に仕上げてくれました。年々、質の高まりを
感じています。
　今後とも、子どもたちのため、ご支援ご協力をお願い
します。

　北小学校の学校教育目標は『がんばり・やさしさ・つなが
り』です。この目標には、「がんばりを認め合える子」、「相手
の立場に立てるやさしい子」、「みんなで助け合う子」になっ
てほしいという願いが込められています。
　『がんばり』としては、北小子どもまつりなどの子どもたち
が主体的に活動する学校行事、「考える力を育てる」をテー

マにした校内研修、全学年
を通しての体力づくりがあ
ります。
　『やさしさ』としては、給
食の準備時間や放課後な
どの隙間の時間を使った
支援体制やアレルギー児

童に対する支援などが
あります。平素から相手
の立場に立って考える
やさしさを大切にして
います。
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　北小学校は、子どもたちと教職員のがんばり、一人ひと
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様々なつながりを大切にし「やさしい気持ちをもち、人と
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　大阪狭山市バレーボール連盟
所属の「狭山東」チームは、毎週
練習に励んでいます。メンバーは
30代から60代までのママさん13
名でわいわい楽しく練習してい
ます。
　また６人制・９人制に合わせ
て年間10回ほどの試合にも参加
しています。

●大阪府ママさんバレーボール連盟の試合
　大阪府内の体育館が３回
●南河内ママさんバレーボール連盟の試合が４回　
●南部地区家庭婦人バレーボール大会の試合が１回
●大阪狭山市バレーボール連盟主催の試合は
　市長杯や交流親善大会があります。
●練習日時及び会場は
　木曜日　19 時 ~21 時　北小学校
　土曜日　  9 時 ~12 時　東小学校

　東小学校は、明治5年11月24日に創立されました。その
頃は、「狭山郷学校」という名前でした。昭和62年10月1日
市制施行により「大阪狭山市立東小学校」となり、現在141

年目を迎えた市内で一番古い学校です。狭山池と地域の
方々に見守られながら、地域に信頼される学校をめざして
います。

部員も募集中です、運動することは体力の維持や向上につながります。
見学大歓迎！お待ちしています。申し込み：366-2297（FAX兼）谷村まで

子ども見守り隊・防犯ステーションの方との交流

地域の行事での交流 狭山池ランニング

お年寄りとの交流 花いっぱいプロジェクト子ども見守り隊・防犯ステーションの方との交流

地域の行事での交流 狭山池ランニング

お年寄りとの交流 花いっぱいプロジェクト

気軽に楽しくをモットーに・・練習しています。気軽に楽しくをモットーに・・練習しています。

『がんばり・やさしさ・つながり』

「一人ひとりが輝く学校」
大阪狭山市立東小学校

大阪狭山市立狭山中学校

大阪狭山市立北小学校　

地域クラブ・団体紹介

創立：明治5年

ママさんバレー・狭山東チーム

大本電気工事

電気設備工事
設計施工

大阪狭山市東池尻 5-1483-1

株式会社

☎ 072-366-3778
072-366-9234FAX

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

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 落合モータース

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

創立：昭和26年

創立：昭和52年
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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

そんな あなたを待っています

（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？

ASANO GEAR

株式会社　浅野歯車工作所

さ
やま
ラウンド

SAYAMA ROU

ND

〒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

　25年度　狭山地区　ふれあい広場は、11月10日（日）に
市立東小学校で狭山地区福祉委員会と大阪狭山市社会
福祉協議会が主催で開催されました。
　地区福祉委員会の活動を紹介し、福祉事業についての
理解を深めるための啓発と、普段接する機会が少ない
子どもからお年寄りまでの世代間交流の場として開催
しています。
　この活動は平成11年からで14回目の開催になります。

　福祉委員会の各支部によるグラウンドでの模擬店販売の
ほか参加団体によるグラウンドゴルフやゲートボールの
体験コーナボランテアセンターによるクラフトコーナー、
ノモールサトウ社による電動バギー車の試乗、寿里苑花
舞の郷によるヨーヨーつりなどが出展し、来場者は662名
でした。
　今後さらに交流の輪がひろがりますことを祈ります。

アレルギーフォーラム in 南大阪 2013年8月19日（月）地域活動報告
２５年度　狭山地区　ふれあい広場 2013年11月10日（日）

狭山北カーニバル 2013年11月16日（土）

　北小学校校区青少年健全育成事業として恒例になって
いる「狭山北カーニバル」が 11月16日（土）北小学校で
開催されました。3年ぶりの快晴に恵まれ、子ども271名、
保護者 155 名の参加があり大盛況でした。体育館では
狭山中学校吹奏楽部の演奏、ビンゴゲーム、運動場では
ストラックアウトやキックターゲット、輪投げ、スーパボー
ルすくいなどを楽しみました。
　このカーニバルは、北小と狭山中の校長先生をはじめ
学校関係者、PTA、地区会、子ども会と青少年指導委員の
みなさんの準備と協力による伝統ある行事です。北小
校区地域の大切な資産として、この事業の継続・発展が
期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　（Y・A）
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お試しチケット

●交番
●消防署
●市役所

至北野田 自転車置場

コイン
パーキング

コイン
パーキング

一方通行

至金剛

●紀陽銀行●

タバコ

地域密着型介護老人福祉施設

寿里苑花舞の郷

花舞の郷ケアプランセンターは平成 24 年 4月
新たに「大阪狭山市駅前」に移転しました。

介護サービスのことなら
何でもお気軽にご相談ください
ディサービス・ホームヘルパー
ショートスティ・施設入所

カラダかる〜くなります・・・

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

3/7
まで
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経絡リンパマッサージ

大
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狭
山
市
駅

60分
〒589-0005 大阪狭山市狭山 1丁目 2355-8

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

食堂カフェMILK

OSAKASAYAMA CITY HANDA 6-1179

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

://
caf

em
il

k.
ne

t/

食堂カフェ

正MILK

地区会・自治会の紹介　-9-  -南海狭山コーポ自治管理組合-

概 要

役 員

構 成（ 世 帯 数 ）
活 動 状 況
（ 対 外 活 動 ）

ク ラ ブ 活 動
関 係 組 織

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は南海狭山コーポ自治管理組合の紹介です。（次回は浦庄自治会です）

　当コーポは昭和53年(1978年)に建設され、35年経過したマンションで、１棟と２棟からな
っています。　【住所：東池尻一丁目2147‐1】 
　大阪狭山市の東端に位置し、東側の前面道路は富田林市です。南は新池　北は東除川と畑
に面し、周辺の環境に恵まれた好位置にあります。大阪狭山市駅から徒歩約７分、幼稚園・小
中学校・スーパー・コンビニも近くに有り、 生活環境にも恵まれた高層マンションです。ＰＬ
の打上げ花火は自室から観られます。 
　建設当初からの居住者が多く、この為高齢化が進んでいます。(65才以上者約32％) 日 勤 管
理員（365日勤務)や多数の監視カメラによる安全監視体制が整っています。 又、管理会社の
24時間・365日サポートシステムを導入し、居住者へ無償での援助・サービスを実施しています。 
理事長・副理事長・地区長　各１名 
自治活動部長・施設管理部長・自主防災部長・各副部長及び事務局長と理事10名の計22名で
構成されています 
他に民生・児童委員・青少年指導員　狭山地区福祉委員・地区防犯委員　等 
285世帯　664名　（平成25年12月現在） 
●役員会・部長会(１回/月)　定期総会・臨時総会 
●コーポ夏祭り(毎年８月)　●イルミネーションの飾りつけ・点灯（毎年12月・１月） 
●歳末夜警・夜間防犯パトロール・消防訓練活動・総合防災訓練 
●狭山地区社会福祉協議会の各種活動　●赤い羽根・歳末助け合い等各募金活動 
●狭山地区防犯委員会活動　●青葉丘病院　地区連絡協議会 
●小地域ネットワーク活動【さやかクラブ(老人会)による見守り声かけ訪問活動・サロン活動・
ふれあい会食サービス 等】　●子供会活動　●東小学校児童の見守り隊活動(登校時の安全
誘導)　●狭山中学校区まちづくり円卓会議 
パソコン倶楽部、ゴルフクラブ、詩吟クラブ、ソフトボール、卓球　等 
●さやかクラブ(概ね60歳以上約40名)　　●子供会(約25名） 

南海狭山コーポ 集会所 さやかクラブの皆さん コーポ夏祭り南海狭山コーポ 集会所 さやかクラブの皆さん コーポ夏祭り
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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）　
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西山霊園 大野台五丁目 陶器山トンネル

大師井戸 船の形
中国から日本へ

帰った船と同形

の山

大師のお金が

埋められている

説法をする時、

常に座っていた

場所今でも周り

には木々が茂ら

ない

飢饉で捨てられた

猫たちが大晦日の

晩に鳴く坂があっ

た。

大師が用たしす

る場所で笹が尻

に刺さり人々の

為に法を念じた

ら笹が生えなく

なった。

日照りと水不足に

悩む人々のため地

面を突いたら水が

湧いてでた。

猫鳴き坂

黄金塚 梵字が原千畳敷

笹なし山

大師が休憩して

何となく書いた字が

インド文字に

なっていた

天野街道へ通じる陶器山トンネルから大野台あたり弘法大師に纏わる七不思議の伝説

ニュータウン開発にともない、

これらの伝説をうかがわせる

ようなものは残っていない。

 地域の方からのおたより 地域のみなさんからの投稿で掲載しています

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、おもしろい動物、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 または、
ＦＡＸにて応募ください。
おたより採用の方にクオカード（500円）
をプレゼントいたします。
多数の応募をお待ちいたします。

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

見本

（絵
柄は
変わ
りま
す）

東池尻5丁目かがやき農園にて

（Y・N )さやま陶器山の七不思議（狭山検定その3）

大収穫です。 家族自慢！

さやまラウンド運営委員の方の投稿にはクオカードはありません。

　地域のまとまりを目的にした円卓会議の設立に係わって 5 年が経過
した。最近は全国的にも地方活性化が進み、ゆるきゃら、御当地産物、酷
暑日本一等なんでも地域の目玉にしてＰＲ，人集め、客集めが盛んにな
った。地方活性化の裏には経済効果をねらっている。もはやＰＲだけで
はなく自分達の地域へ人々を呼び込み、場所案内ならびにガイドサービ
スをするという着地型観光が到来している。その兆しを察し当市でも 10
月には、本市のマスコットキャラクターである「さやりん」と市内在住の大
学生を中心としたさやま未来プランナーに観光大使が依頼された。この
若い力に期待をしたい。　

編 集 後 記

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153回は、平成26年2月22日（土）

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

　昨年鹿児島県桜島ビジター
センターで桜島大根の種を分け
てもらいました
　育つかどうか、だめもとで近
所の耕作名人に植えてもらいま
した。

東池尻　山村優羽太君
生後6ケ月の写真

咲希ちゃんと愛犬のココア

情報部会情報誌ＷＧ　　野元

思
い
や
り
の
あ
る
人
に
育
っ
て
ね

父
母
よ
り

ココアは初孫の咲希が来ると
甘えたになります。


