奏して﹂と代表の三上さん︒ ザミ・ニリンソウ・アマド
申し込みは電話またはメ コロなど︑河内の里周辺で
春の山野草を楽しむ︒各日
とも①１時半〜②３時〜︒

歳以上の参加を募る
ールで︒４月１日から受け
付け︒定員になり次第締め
集合は里の家︒各回先着
人︒無料︒小学生以下は保

６月 日さやかホールで音楽祭
昨年の第３回音楽祭では︑ 切り︒同音楽祭実行委員会
声楽・篠笛・オカリナなど ０９０・３８６２・５９４
組が出演︒﹁初心者大歓迎

﹁２０１９春のウォーク
／ボランティアガイドと共
に﹂では参加者を募集中︒
４月 日に﹁八重桜と蘇

さくらまつり

どを巡る︒１時に玄関前集
合︒２００円︒０７２１・
・８３２１

観桜ウォーキング
狭山池博物館のボランテ

〜３時︵４月 日のみ１
時半〜３時半︶︒弁当・水筒・
作業服など持参︒道具は用
意してくれる︒申し込みは︑
４月 日までに電話で同公
園管理事務所０７２１・ ・
１５０６まで︒

10

６月 日１時〜４時半︑
さやかホール地下１階コン
ベンションホールで行われ

９︵三上さん︶︑
護者同伴︒申し込みは︑窓 ィアが各回のテーマに沿っ
k-mikami@
口か電話で管理事務所０７ て狭山池を案内する﹁ 年
yahoo.ne.jp
２１・ ・１５０６まで︒ 度狭山池歴史ウォーク﹂で
４月
日
は参加者を募集中︒
保険証・雨具など持参︒雨
４月７日 〜 時︑﹁第１
近つ飛鳥で ・ 日 回狭山池を彩る様々な桜を
天中止︵予備日なし︶︒
近つ飛鳥博物館で３月 ・ 楽しむ﹂︒少雨決行︒無料︒
４月５日から電話で受け
日 時半〜３時半︑さく 先着 人︒要事前申し込み︒
付け︒申し込みと問い合わ
せ＝かわちながの観光ボラ らまつりが開かれる︒期間 参加希望日・氏名・住所・
ンティア倶楽部０７２１・ 中は入館料無料︒
年齢・電話番号を記入し︑
日▽地元野菜直売︑ペ ６日５時までに申し込みを︒
・０１００
ーパーバッグつくり︵無料︶ ＦＡＸ０７２・３６７・８
山野草の観察会
日▽さくらウォーク﹁磯 ８９２︑メール sayamaike.
びだつ
錦織公園で ・ 日 長谷の桜を求めて﹂＝敏達
︑問い合わ
walk@gmail.com
錦織公園で４月 ・ 日︑ 天皇陵古墳︑西方院︑用明 せ０７２・３６７・８８９
春の自然観察会を開催︒ア 天皇陵古墳︑葉室古墳群な １

天見〜三日市を歩こう

る﹁第４回 歳からの音楽 ！自分のペースで楽しく演
祭﹂では︑
参加者を募集中︒
参加条件は 歳以上︵グ
ループは半数が 歳以上︶
であること︒ピアノ・ギタ
ー・歌・バイオリンなど︑
どんな楽器でもＯＫ︵電子
楽器は大音量でないもの︒
った加賀田神社﹂︵里歩きコ
ース／７・５キロ︶︒天見駅
改札口前集合︒９時から受
け付け︒天見駅〜蟹井神社
〜千早口駅〜加賀田神社〜
三日市町駅︒解散は２時半
頃︒先着 人︒参加費３０
０円︒弁当・飲み物・健康

ォレスター養成講座﹂を開
講︒里山の利用法や管理法
などを座学とワークで学び︑
里山保全ボランティアを育
成する︒里山・公園での活
動に興味のある 歳以上の
男女 人︒２５００円︒別
途駐車場代︒全５日９講座︒

12

３月 日号のクロスワー
ド 正解は﹁ペナントレー

27

バンドは不可︶
︒
演奏時間７
分程度︵準備︑出入り時間
込み︶
︒午前中にリハーサル︒
参加費はソロ３千円︵伴
奏を伴う声楽はソロ扱い︶
・
２人グループ４千円・３人
以上のグループ５千円︒
る野菜の販売︑冒険遊び︵さ
やまプレイパーク︶など︒
広報・魅力発信グループ０
７２・３６６・００１１

錦織公園で４月〜
里山保全講座開く
錦織公園が４〜６月に
﹁フ
３月７日号のまちがいさ
がし 正解は﹁ＡＥＨＩ﹂
でした︒次の３名にＪ ＣＢ
ギフト券︵千円︶をお贈り
します︿敬称略﹀▽根岸幸
男︵晴美台︶▽岡本澪︵赤
坂台︶▽小川亜紀︵東くみ

みずたまり

代台︶

19

24

キストに添付の﹁２０１９
申込書﹂に︑必要事項を記
入し郵送︵〒５８９ ８６
９１大阪狭山郵便局私書箱
号狭山池まつり実行委員
会﹁さやま検定﹂まで︶す
る︒ファクスでの申し込み
も可︒４月 日の狭山池ま
つり龍神舞台会場で表彰︒
狭山池まつり実行委員会０
７２・３６０・３８０５︵Ｆ
ＡＸ同︶

副池公園で
日イベント
大阪狭山市の副池オアシ
ス公園で 日 時から︑自

10

31

30

24

10

の木︶
３月 日号のまちがいさ
３月７日号のクロスワー
ド 正解は﹁オープンセン﹂ がし 正解は﹁ＢＥＧＩ﹂
でした︒次の３名にＪ ＣＢ でした︒次の３名にＪ ＣＢ
ギフト券︵千円︶をお贈り
します︿敬称略﹀▽深井忠
義︵庭代台︶▽薄野澪子︵久
野喜台︶▽木岐美知子︵庭
ギフト券︵千円︶をお贈り
します︿敬称略﹀▽水溜律
子︵原山台︶▽奥村ひろ子
︵若松台︶▽山岡睦代︵東

池尻︶

20

10

檜尾台︶

﨑良徳︵大野台︶▽上原逸
子︵原山台︶▽近藤香織︵新

贈りします︿敬称略﹀▽髙

ス﹂でした︒次の３名にＪ
ＣＢギフト券︵千円︶をお

14

最後の
﹁さやま検定﹂
今年の﹁さやま検定﹂と
﹁大阪狭山こども検定﹂
は︑
狭山池まつりの初日の︑４
月 日１〜２時︵ 時半か
ら受け付け︶に実施する︒
会場は狭山池博物館ホール
など︒両検定とも今回が最
後で︑成績優秀者にはテレ
ビやゲーム機など︑豪華賞
品が用意されている︒
﹁さやま検定﹂は中学生
以上が対象︒﹁さやま検定テ
キストブック﹂﹁別冊例題集
２０１９﹂からおおむね出
題する︒
検定料５００円
︵高
校 年以上︶
︒
また︑﹁大阪狭山こども検
定﹂の対象は小学生︒﹁大阪
狭山こども検定問題集﹂か
らおおむね出題︒無料︒

然とアートがコラボしたア
ートプロジェクト﹁ひねも
すピクニック 副池﹂を開
催する︒雨天時は 日に︒
アーティストによる空間
づくりや音楽ライブ＆ワー
クショップ︑地元農家によ

93
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31

30

31
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17

29

申し込みは︑商工会や市
民協働推進グループ︑狭山

−

31

21 21

29

池博物館などで販売するテ

28
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