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第11号第11号

　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11号　発行：平成26年10月

●狭山池の朝焼け（写真提供  稲田さん)

目次： 

第4回さやりんピックの開催

環境部会・情報部会報告

市民交流部会報告

地域の活動報告　地域クラブ•団体紹介

地域の活動報告

地区会・自治会の紹介（南海狭山住宅自冶会）

地域の方からのおたより

第4回さやりんピックの開催

E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
URL:http://www.sayamachuentaku.net/

ホームページアドレスが変わりました
7月1日から狭山中学校区まちづくり円卓会議のホーム
ページとE-mailのアドレスが、かわりましたのでご案内
いたします。

平成26年第4回

主催:狭山中学校区まちづくり円卓会議　　
共催:狭山中学校区地域協議会・大阪狭山市
　　 大阪狭山市教育委員会

開催日：平成26年11月2日(日) 

会　場：さやか公園（狭山池東側）
9：30～15：30

●大声コンテスト
●ストライクアウト
●ナイスショット
●グランドゴルフ
●輪投げ
●造って遊ぼう

●各種模擬店コーナー
●Ｂ級グルメを楽しもう
●白バイと撮影コーナー

■メイン会場
１.９：３０ 入 場  
２.１０：００ 開会式 
３.競 技
①10:15 全員 ラジオ体操
②10:30 個人 アメすくい競争幼児 【当日】
③11:00 個人 大玉ころがし【当日】
④11:30 団体 綱引き 【事前】
⑤12:00 昼休憩
⑥12:15 野外コンサート≪狭山中学校吹奏楽部≫
⑦13:30 団体 担架作成・搬送ゲーム【事前】
⑧14:00 団体 水バケツリレーゲーム【事前】
⑨14:30 団体 玉入れ 【事前】
⑩15:00 個人 パン食い競争 【当日】

４.１５：３０ 閉会式 
※ 当日、プログラムを変更する事があります。ご了承ください。

■ふれあい広場会場

■イベント広場で

≪競技参加エントリー方法≫
① 【事前】エントリー：
詳細と申し込み書は、市役所・市役所南
館2Fに置いていますが円卓会議ホーム
ページからダウンロードもできます。
定員に満たない場合当日受付あり。
② 【当日】エントリー：
中央にある受付でお申し込みください。
競技開始１時間前まで受付<先着順>
★ 模擬店出店団体を募集しています
<参加資格>
市内で活動している団体、事業所
★ 団体競技参加団体を募集しています 
<参加資格>
狭山中学校区内の団体、事業所
詳細•申込書は、円卓会議ホームページより
ダウンロードしてください。

小雨
決行

会場が

変わります！

QRコード

子どもから大人までの世代間を越えた繋がりで一日を楽しく過ごしましょう。



11月24日（土）

環境部会報告

情報部会報告•ご案内

　私たち環境部会
は、活動の一環とし
て河川、水路等の清
掃美化活動と併せ
て狭山中学校区内
において「環境美
化」推進啓発看板
（プラカード型）の設

置を行っております。
　発足当初20ケ所程度設置したものが、風雨にさらさ

れかなり傷んできましたので、この度掲載写真のような
アルミ製支柱付看板を、市の土木グループのお力添えを
頂いて準備しました。そこで傷み具合を考慮しながら順
次、設置替えを進めています。
　「環境美化」推進に少しでも役立つ事を願って今後も
設置場所や枚数を増やしていきたいと思っております。
　尚、設置場所等で、ご希望やご意見がございましたら
事務局またはお知り合いの円卓会議委員の方へお知ら
せ願えれば幸いです。

[リーダー：渡辺　高好]

「環境美化」推進啓発看板設置

参加の
申し込みは

申込用QRコード

携帯・スマホからは、左図のＱＲコードを
読取りホームページから直接申し込みす
る方法と、E-mailで申込む方法があります。
申し込み内容は（代表者氏名・ふりがな・電
話番号・郵便番号・年代・参加者数）を明記
の上返信ください。

●PCの場合は下記のメールアドレスまで
　E-mail:sayamaround@sayamachuentaku.net
●ホームページからの申し込みも可能です。
　（お勧めです）
　URL:http://www.sayamachuentaku.net/

第10回講演会報告

第11回公演会ご案内 平成26年12月6日（土）

平成26年8月2日（土）

第12回講演会ご案内 平成27年2月21日（土）

　8月2日（土）に狭山池博物館にて第 10 回講演会を、
開催しました。講師は、宇田技術研究所代表で工学博士
の宇田成徳さん。
　講演テーマは「眼からウロコの創造論」で
①塩まき農法の紹介②地震予知の話③自然法則の原点
など広範囲で解りやすい説明の講演でした。生憎の雨天
でしたが講師からはミネラルたっぷりのふりかけを頂き、
人にもミネラルが大事な事を教えていただきました。

予告 予告

とき：平成26年12月6日（土）
　　 開場：13：30　
　　 開演14：00~15：30
ところ：SAYAKAホール  小ホール
定員：352名（先着順・要予約）
参加費：無料

とき：平成27年2月21日（土）
　　 開場：13：30　
　　 開演14：00~15：30
ところ：大阪府立狭山池博物館
　　　2Fホール
講師：大阪府立大 准教授
　　　稲垣 スーチンさん　
定員：100名（先着順・要予約）　
参加費：無料

「音のタネまきコンサート」
「どうすれば英語ができるようになるか」音タネ一座 10周年記念

音 タ ネ の ネ タ 音
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一緒に遊ぶ参加者募集です。

家族と一緒に

　　　歌あそびで楽しもう。

楽しんで英語が身につく学習方法の紹介です。

1.日本人はなぜ英語が喋れないのか
2.映画を使って英語を学ぶ
3.英語の効果的学習法

講演の
ポイントは！

工学博士宇田成徳氏工学博士宇田成徳氏
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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

自己責任や改革などの分か
りやすい言葉を使った改革・
演出よりも、地域に根付く
伝統的で持続的な相互扶助
の精神や仕組みこそ、これ
から必要になるのではない
でしょうか。

市民交流部会報告

渡辺高好

主催：狭山中学校区まちづくり円卓会議
共催:大阪狭山市

開催日：平成27 年3 月15 日(日)
会　場：SAYAKAホール〈小ホール〉入場無料

さやりん
フェスティバル

狭山中学校区地域文化祭

出演者募集要項
募集対象：
　狭山中学校区及びその周辺で活動する団体。

　※校区内住民が、複数人出演すること。

ジャンル：
　舞台で演奏、演技できる音楽、ダンス、踊り、寄席など

日程：
　3月14日（土）  13：00～18：00　リハーサル

　3月15日（日）  11：00～16：00　本番（1組 8分程度）

参加費：無料
出演予定数：出演団体　約10組

さやりんピックは広いグランドでの交流祭ですが、屋内での文化交流も計画しています。市民交流部会では、
フェスティバルに向けて、今から準備していますので奮ってご応募をお待ちしております。

出演申込方法：
団体名、ジャンル、代表者氏名（要捺印）、住所、連絡先、出演

予定者全員の名前と年齢、使用マイクの数などを記入し、

FAX•はがきにて円卓事務所まで送付してください。

申込期日：平成26年11月7日まで
出演順など：運営スタッフ会議にて決定します。
※各団体の代表者は、運営スタッフとして会議に出席してく

ださい。（代理可）

　《10月23日に第一回スタッフ会議を行います。》

山村　歳幸

目標100位以内、大和川以南一位を目指します!!

http://www.yurugp.jp

※申し込み多数の場合や開催趣旨にそぐわない団体は、
　出演をお断りする場合があります。

狭山中学校区地域文化祭

ゆるキャラグランプリ

さやりんへのインターネット投票の

ご協力をよろしくお願いします。

ゆるキャラグランプリ

さやりんへのインターネット投票の

ご協力をよろしくお願いします。

ゆるキャラグランプリ

さやりんへのインターネット投票の

ご協力をよろしくお願いします。

2



さ
やま
ラウンド

SAYAMA ROU
ND

地域の活動報告

中学生安全安心スクール（狭山中学校）

こんなボランティアもあります　「こども広場」

狭山池博物館の水底掃除

河内長野美原線 南海高野線高架下 対面通行化完成

地域クラブ・団体紹介

　6月30日（月）午後3時に、念願の両
側通行が開通し、信号機の点滅と横断歩
道での小学生を交えた開通を祝うテー
プカットが行われました。
　当日は、午後1時半から大阪府富田林
土木事務所の主催で、ガード下に新しく
設置された歩道ボックス内の防犯ベル
の試運転と、ベルが鳴った時の対応を含
む防犯教室もあり、参加した地域住民の
みなさんは熱心に聞いていました。
　続く開通記念式典では富田林土木事
務所長から南海ガード建設の経過説明

や関係者の祝辞がありました。
　東池尻地区長・山村さんから「長い間
の念願が実現した」と喜びと関係者への
感謝のあいさつ、古川府議会議員から
「車の両側通行の完成で終わりではな
く、次は歩行者の安全確保が課題」との
説明もありました。
　道路南側からガードをこえた所に設置
された横断歩道は、横断する子どもたち
に十分な安全指導が必要と思いました。

（Ｙ）

　市役所・消防本部・学校と連携に
より、狭山中学校で市民による安
全安心推進リーダー協力のもと、
中学生安全安心スクールが実施
されました。
　この事業は、平成23年度から
中学3年生を対象として実施され
ているもので、大規模災害が発生
した場合には（昼間等）中学生など
の若い年齢層の活動が大いに期

待できることから、日頃から救命
措置の知識や技術を身に付けて
もらうために、実施しているもの
です。
　生徒たちは、意識を無くした人
を発見してから救急車や自動体外
式除細動器（AED）が来るまでの
一連の心肺蘇生法を熱心に学ん
でいました。

　８月23日（土）午前10時～狭
山池まつり実行委員会主催の狭
山池クリーンアクションが、実施さ
れました。夏は博物館のプール清
掃です。
　天気は晴天。子どもたちを含め
参加数は約70名。
　あいさつされた狭山池博物館
副館長の上田さんから、飛鳥時代
の出土品72点と狭山池から出土
した木桶と狭山池改修碑が国の重

要文化財に指定されたとの報告
がありました。
　その後、清掃方法説明と諸注意
のあと、子どもたちは１階、大人は
２階に分かれ、一斉にプール清掃
に入りました。暑い日差しのなか
でしたが、足元のプールの水が暑
さを忘れさせてくれる清掃活動で
した。

（Y）

連絡問い合わせ：

興味の有る方は、連絡先：080-1419-8719（氏川）

　情報弱者を無くしたい思い出で始めた南海
狭山コーポのパソコン倶楽部は創立10年を
迎えます。　
　月3回の土曜日の午前と午後に例会を開催、
午前中は個別対応、午後は集合講座で進めて
います。平均年令は、70代のメンバーが20名
ほど参加しICTスキルを学んでいます。
　参加部員も随時受け付けています。
（車での入場はできません、100円バスの利用が便利です。）

大阪狭山市教育委員会では文部科学省の「教育コミュニティづくり推進事業」として実施している「こども
広場」にボランティアスタッフが活動しています。

パソコンを楽しんでいます

〈申込・問い合わせ先〉

　大阪狭山市教育委員会　社会教育・スポーツ振興グループ
　〒589-8501　大阪狭山市狭山1-2384-1
　電話072-366-0011〈内線824・825〉

パソコンを楽しんでいます

●ボランティアスタッフの活動内容は、
毎週水曜日午後2時30分～5時まで（11月～3月は4時30まで）
市内の小学校４校（南第一、第七小、東小、北小）でこどもたちが安
全に遊ぶことができるように見守りをする活動です。
＊個々の特技を活かして、クラフト•昔あそび•スポーツなど子ども
たちと一緒に遊んでいただくことも可能です。
●対象　高校生以上の男女（資格不要）
＊興味や関心をお持ちの方はご連絡ください。

̶記念式典、テープカットと防犯設備の説明会を開催̶

クラシックバレエ•ヒップホップ

入会随時募集!入会随時募集!

Studio With( スタジオウィズ )
〒589-0005 大阪狭山市狭山5-2213-24
「大阪狭山市駅」東側　徒歩3分
Tel 072-220-8841

南海狭山コーポ・パソコン倶楽部

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

平成26年3月30日（日）平成26年6月30日（月）

平成26年6月2日（月）3日（火）

平成26年8月23日（土）

3



さ

やま
ラウンド

SAYAMA ROU

ND

地域の活動報告

中学生安全安心スクール（狭山中学校）

こんなボランティアもあります　「こども広場」

狭山池博物館の水底掃除

河内長野美原線 南海高野線高架下 対面通行化完成

地域クラブ・団体紹介

　6月30日（月）午後3時に、念願の両
側通行が開通し、信号機の点滅と横断歩
道での小学生を交えた開通を祝うテー
プカットが行われました。
　当日は、午後1時半から大阪府富田林
土木事務所の主催で、ガード下に新しく
設置された歩道ボックス内の防犯ベル
の試運転と、ベルが鳴った時の対応を含
む防犯教室もあり、参加した地域住民の
みなさんは熱心に聞いていました。
　続く開通記念式典では富田林土木事
務所長から南海ガード建設の経過説明

や関係者の祝辞がありました。
　東池尻地区長・山村さんから「長い間
の念願が実現した」と喜びと関係者への
感謝のあいさつ、古川府議会議員から
「車の両側通行の完成で終わりではな
く、次は歩行者の安全確保が課題」との
説明もありました。
　道路南側からガードをこえた所に設置
された横断歩道は、横断する子どもたち
に十分な安全指導が必要と思いました。

（Ｙ）
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（Y）
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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

各所夏祭り

　夕方、活気ある河内音頭や太鼓の響きが、狭山池にこ
だまして周囲をもりあげていた。集まった人々は、うちわ
を片手に子どもの手をひいている人や若い女性グループ
のゆかた姿はいつもの夏祭りそのものであった。
　おもちゃ、ゲーム、飲み物、ポテト、からあげ、その他
数々の店に群がる
人々や踊りを見る傍
観者が多く、櫓を囲ん
で踊る着物姿の踊り
手が少ないのが目立
った。

　地域密着型の施設を目指し、施設の利用者さんやその
家族のみならず、地域の方々にも楽しんでいただけるよ
うなお祭りです。
　美味しいたこ焼きやカステラ焼きや、子どもたちに人
気のアイスやクジを楽しんでいました。

　８月24日午前中に法要が行われ、1週間後の8月31
日午後4時から報恩寺向かいの広場では地元の人たち
によって西地蔵盆が催された。
　テント張りの出店では多くの子どもたちで賑わい、訪
れた子どもの手にはそれぞれ無料のポップコーンやかき
氷が振る舞われた。

　8月23日（土）に南海狭山コーポの中庭を利用した夏まつり

が開催されました。３０年以上続いている行事です。

　会場設営のテント張りや提灯などの吊り下げ作業を午前中に

終え、16時から開会宣言を、17時からは大阪府立大吹奏楽部

約30名のメンバーによる大迫力の演奏を楽しみました。

　ビンゴゲーム・花火の打ち上げ・

盆踊りと祭りもにぎやかになり。夜

店は、子ども会が販売するソフトド

リンク・軽食の模擬店と同好会が販

売するビール。私も売り子を兼ねて

美味しくいただきました。

　この日は、里帰りのお孫さんも沢

山来ており暫くぶりにコーポも

若々しい雰囲気に包まれました。

取材：ST

地域の活動報告
さやか公園盆踊り 平成26年8月23日（土） 西地蔵盆が開催されました 平成26年8月31日（日）

寿里苑 花舞の郷　第4回納涼大会 平成26年8月30日（土） 南海狭山コーポの夏祭り 平成26年8月23日（土）
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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

11/4
まで

施術時間
約 通常￥5,000 を

￥2,500半額
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経絡リンパマッサージ

大
阪
狭
山
市
駅

60分
〒589-0005 大阪狭山市狭山 1丁目 2355-8

山野愛子どろんこ体験エステ

生徒募集中！
大阪狭山市東野西 2-787-1

(60分)

エステティシャン

2160yen!!

072-365-1870TEL

山野愛子どろんこ美容大阪狭山市店(有)アトリエU

ヤマノの確信。
「泥」と「琥珀」で世界基準へ！
ヤマノでキレイ、始めませんか？

®

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

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

地区会・自治会の紹介　-11-  -南海狭山住宅自治会-

役 員
組 織

構 成（ 世 帯 数 ）
活 動

防 犯 ・ 福 祉
清 掃
地 域 へ 想 い

毎号、狭山中学校区の地区会、自治会を紹介します。今回は南海狭山住宅自治会の紹介です。（次回は遊園ハイツ自治会の予定です）

自治会長（任期１年）・副会長２名（防犯・福祉）会計・書記・会計監査
上記役員・各班長（６班）・楼人会会長・副会長で構成される定例役員会を隔月の第３土曜日
に開催し、各行事の検討・立案・遂行している
加入所帯数127（全160所帯）
住宅内に隣接して北小学校があり、運動場や校舎からは、毎日子どもたちの元気な声が聞こ
えてくる環境です。住宅内の道路は通学路になっており、「子ども見守り隊」などの活動を通じ
て安全な登下校を推進し、挨拶等の声掛けによって子どもたちの健全な成長を見守りつつ、
地域住民の良好な関係作りを目指しています。
また、自治会館敷地内に防災倉庫を設置し自主防災組織を立ち上げました。今後は、住民の
安全な生活のため、組織・備品等の充実を図っていきたい。
防犯・夏季、年末夜警活動の実施。福祉・「西池地区福祉委員会」の一員として活動。
５月（市内一斉）・毎月住宅内の公園の清掃（楼人会活動）
北小学校の子どもたちを中心とした各世代間の交流・地域住民の関係の構築など、子どもた
ちの笑顔あふれるこの環境を大切にしていきたい。

児童公園の清掃活動 集会所 こども見守り隊児童公園の清掃活動 集会所 こども見守り隊

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162回は、平成26年10月25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
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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:sayamaround@sayamachuentaku.net

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

（ご連絡はFAXまたはE-mailでお願いいたします）　

　この夏の異常気象による猛暑、また台風での家屋浸水
被害、大雨による土砂災害で尊い多くの人命が奪われこ
れらは天災と一言で済ませていいだろうか疑問に思う。こ
の暑いなか記事収集から編集と、部会員の奮闘のお陰で、
皆さんに情報を伝える事が出来ました。隅々までお読み頂
ければ幸いです。

編 集 後 記

情報部会（M）

　高野山のお題目である（南無大師遍照金剛）の中から金剛と名
付けられた。昔、高野山へは4ルートあり、その中の３つが狭山を通
っていた。堺から女人堂へ13里の道のりは西高野街道と呼ばれこ
の街道は狭山のぐみの木に住んでいた五兵衛と小佐衛門の2人が
周囲の人々を巻き込んで女人堂まで造り上げた。四天王寺方面か
ら下高野街道と、平野から中高野街道が大阪狭山市駅あたりで合
流して金剛へ通じていた。
　当時は「金剛園」という
休憩宿泊所があり大勢が
集まったと言われている。
後に金剛駅ができて現在
に至る。

下高野街道と中高野街道が
合流した大阪狭山市駅前通り
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　市役所を訪れると「さやり
ん」が出迎えてくれる(写真1)
が、「さやりんからのお知らせ」
掲示板(写真2)に気づいた人は
少ないと思う。
　しかし入り口に掲示された、
「狭山池築造1400年」の大きな
ロゴマークは誰の目にも飛び
込んでくる(写真3)。これは記念
事業を進めるため、公募作品
から選定されたキャッチフレー
ズとシンボルマークを組み合
わせたロゴマークである。ま
た、市では記念イベントの公募

も行い、提案のあったイベントについて審査中とのこ
とである。
　市役所のロビーには、先に国の重要文化財に指定
された「重源狭山池改修碑」のレプリカも展示されて
いる(写真4)。「さやりん」も、「築造1400年事業」も、ま
たこの「改修碑のレプリカ」も狭山池に関係があり、
今、市役所内は狭山池一色の感が強い。

 地域の方からのおたより 地域のみなさまからの投稿を掲載しています

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
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。
但し、運営委員の方は対象外です。

さやまラウンド（SAYAMA ROUND）　

見本

（絵
柄は
変わ
りま
す）

さやま検定ス―パー博士号のAさん「狭山検定」を超えて （その5）

「金剛」駅名の由来 桑原富美子情報部会（N） 俳句

写真１

写真2 写真3 写真4

写真１

写真2 写真3 写真4


