
　ステージでは、和太鼓、よさこい、紙芝居、吹奏楽

など 10 団体の演技・演奏などが披露されました。

各ブースでは、日頃の活動状況の報告、環境問題

など美しいまちづくりを色々な形で皆様に知って

いただけるよう趣向を凝らした様々な形で活動の

発表や展示を行いました。

　また、南泉州イメージキャラクター「なすびん」

も登場し、出演者と観客が一体となり、大いに盛

り上がることができました。今年は雨の中での開

催となりましたが、屋内で開催できたこともあり、

例年同様に賑わっていました。

　市立文化ホールにて

「第２回秋の文化祭」を

開催しました。劇団往

来による《「オズの魔法使い」より大きな森の物語》演

劇を中心に、信達中学校ギター・マンドリン部の演奏、

泉南市女性消防団による紙芝居の上演などが行われま

した。

　出演者たちは、普段の練習の成果を存分に発揮でき

たのか、とても満足げな表情をしていました。

第１６回 ＡＢＣまつり

第２回 秋の文化祭
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泉南市ＡＢＣ委員会では、「花と緑につつまれた、平和で文化の薫り高い美しいまちづくり」を目指し、
市内の各種団体が参画し活動しています。この活動に興味のある、加入したいと思われる方は、事務局
へご相談ください。泉南市ＡＢＣ委員会事務局 ( 泉南市総合政策部政策推進課 )

映画 「じんじん」
上映会

　平成２６年 7 月 26 日

（土）に市立文化ホールに

おいて、映画｢じんじん｣

上映会を開催しました。 

　この映画は、「地域のつ

ながり」、「親子の絆」を

題材にした映画で、来場

された皆さんのこころに

「じんじん」と響き、心温まる感動を与える内容の

映画でした。そして、人々が温かい気持ちを持って

触れ合うことや近頃薄れつつあるといわれている

親子間・地域間・世代間の絆、地域コミュニティの

大切さを実感してもらえたと思います。

「アドプトリバー ・ せんなん樫井川」
 清掃活動

平成２６年  7 月   9 日（水）

11 月   6 日（水）

平成２７年  ２月１８日（水）

　年３回、皆で協力して

草刈・肥料やり・清掃を

行いました。平成２１年

和凧づくり講習会
平成２７年１月１７日（土）

　イオンモールりんくう泉南イオン
ホールで楽しく和凧づくりをしまし
た。

第１２回　凧あげ大会

　お天気は、絶好のコンディションでした。

青空に和凧が飛び交い「大空の首飾り」連凧

も踊り、まことにほれぼれするような光景で

した。

　参加者全員が、思う存分 " 凧揚げ " を楽し

んだ一日でした。

平成２７年 １月２４日 

りんくう体育館　芝生広場

おおさか山の日
「紅葉を楽しもう」

平成 26 年 11 月 22 日（土）

ＪＲ新家駅集合～青少年の森

　ＪＲ新家駅からスタートし、森の
自然観察路を一周、青少年の森入口
のメタセコイヤの黄褐色の色付き真
っ青な空に聳え立つ真っ赤なフウ、
ドンピシャのタイミングで　泉南の
秋の里山を堪能していただきました。

平成２７年３月７日（土）

　JR 新家駅から畦の谷、お菊山、

高倉峠を経て金熊寺梅林へと向か

いました。梅林散策後は、‘花めぐ

り講演会‘に参加（任意）し、講

演会終了後、市内の花の名所を沢

山の人が訪れることで、関係者にも更に美しく咲かそうと努力

してもらい、“ 花のまち泉南 ”の成長を図り、アピールするた

め、第１回として「金熊寺の梅」にスポットを当てた講演会を

開催しました。

第１４回

「どんぐりこま回し大会」
平成２６年１１月１５日（土）　

樽井公民館

　競技開始前のこまつくり指導コーナーは

盛況でした。まるで止まっているようにピ

クリとも動かず回転しているコマをみてい

るとすいこまれるようでした。

　参加者が少なかったわりには結構エキサ

イトした雰囲気で楽しんでいただけたと思

います。

平成２６年４月２９日(火・祝)

平成２６年１２月１日 ( 月 ) ～２５日（木）

クリスマスイルミネーション

　師走で忙しい寒い冬

の夜に、まちを元気に

するため、またクリス

マスムードを盛り上げ

るために、市役所玄関

前でイルミネーション

を点灯しました。 

３月に活動をスタートした時に植樹した桜も成長し、今

年は見事にきれいな花が咲きました。来年もたくさんの

立派な花をつけることを楽しみに活動を続けていきます。

　オープニングステージに「泉南太鼓塾」が登場し、日本の和太鼓の

音を関西国際センターに響かせました。また、各国の民族衣装を着て受

付を華やかに彩り、訪れる人だけでなく研修生とも交流を深めました。

ふれあい交流祭り～センターでわっしょい～
平成 26 年11月 23 日（日・祝）

国際交流基金関西国際センター（田尻町）

平成２７年３月１２日（木）　

樽井公民館

国際クッキング教室

　今年は「本場中国の

ワンタン」に挑戦しま

した。皮の生地から作

り始め、餡、スープも

もちろん手作りです。

料理に手慣れた参加者

の皆さんでも、ワンタンを包むのは至難の業。

先生の見事な手さばきに歓声が起こっていま

した。1 人 20 個ほどを手際よくゆで、本場

のワンタンに舌鼓を打ちました。

泉南の花巡り２０１４梅

合同事業

文化と国際事業部事業

　今回で 16 回目を迎えたＡＢＣまつりを市立市

民体育館にて開催しました。

平成２６年

１１月１０日（日）



　大阪自然環境保全協会

と共催して３２年目の里

山一斉調査を開催しまし

た。

　ＪＲ新家駅に集合し、

関西タンポポと西洋タン

ポポの見分け方「からす

のえんどう」と「すずめのえんどう」そして、か（らすと）

す（ずめの）間（あいだ）の「かすまぐさ」等、田中正

視先生の軽妙な解説をききながら調査は進められました。

　毎年 梶本家の「ふじまつり」に
は大勢の‘ふじ’見物客が来訪し
ます。今年も来訪者に ‘ふじ’ の
由来などを説明し、熊野街道や街
道沿いの旧角谷本陣 / 長慶寺 / 庄
屋屋敷・山田家住宅など各観光ス
ポットに案内人スタッフを配置、
観光マップを配布し、熊野街道の
歴史・由緒を楽しんでもらいまし
た。

第３２回　里山一斉調査日本語教室

歴史文化ウオッチング

花咲く街角運動

　平成２７年２月２１日

(土)に男里川河口部にお

いて、男里川全域での一

斉清掃活動 ( 川の周辺や

水辺のゴミ拾いと集積 )

みんなで男里川水系を守り育てよう！
( 第２回男里川水系一斉清掃活動 )

　市民の皆さんに泉南市のまちづくりについて

興味を持っていただくため、市民の皆さんにご

参加いただき、市民の立場から泉南市のまちづ

くりについて、課題を共有し、お互い自由に意

見や情報を交換し合うことができる市民交流の

場を市と共催により提供しました。

　平成 27 年度も引き続き毎月第 4 水曜日に開

催を予定しています。

　平成２６年１２月５日（金）と平成２７年１月１７日

（土）の２回にわたり、市立市民体育館で市との共催事業

として、市民の皆さんを対象とした「市民協働啓発講座

①②」を開催しました。 

泉南 ・ 市民
                     まちづくりサロンの開設

平成２６年４月１３日（日）

第１講座　平成２６年７月１０日（木）　樽井公民館

　平成２６年４月に発行したオリジナルレシ

ピ集「ふるさとの味 cooking book」 を使い

７品の料理を作り、楽しく試食をしました。

　泉州の秋祭り、おもてなし料理は昔から地
産のアナゴや海老を使う押し寿司です。秋を
味わう！ご馳走満杯のおもてなし料理講習会
でした。

　泉南市在住の外国人の方が快適に暮らしていけるよう、
外国人の方を対象とした日本語の教室を毎週月曜日に樽
井公民館で開催しました。

　※平成２７年４月からは市立人権ふれあいセンターで
毎週月曜日の 9：00 ～ 12：00 に開催予定です。
詳細については泉南市 ABC 委員会事務局（泉南市政策
推進課）へ問合せ下さい。

第２講座　平成２６年１０月３１日（金）　樽井公民館

第４回　平成２７年１月３０日（金）　樽井公民館

第３回　平成２６年１２月７日（日）　山田家住宅

　江戸時代の庄屋屋敷、台所棟でのイベント

は歴史的景観に触れる最高の 1 日となりまし

た。

第５回　平成２７年３月２９日 ( 日 )　樽井公民館

　泉州近海の魚“ 鯛 ”を使った料理講座を開

催しました。

　今回は男性参加者が５人、真剣な眼差しで

調理に奮闘して居られる姿が印象的でした。

　泉州には美味しい食材が豊富、旬の味を愛

しむ実習に満足して頂いた講座でした。

　泉州近海の魚料理第二弾“ 泉だこ ”を使っ

た料理講座を開催しました。

　泉州特産の泉だこは柔らかく美味しいこと

をアピールしました。

「市民協働啓発講座①」では、自治基本条例の内容や

市民協働とは何かなど、市民と行政との協働による

まちづくりについて、一緒に考え、住みやすいまち

づくりとは何かについてワークショップをしました。

　また、「市民協働啓発講座②」では、おおいた観光

特使を迎え、近頃薄れつつあるといわれている「地域

のつながり」、「地域コミュニティの大切さ」について

楽しく口演していただき、会場内はたくさんの笑い声

に包まれ、大いに盛り上がりました。 

　今年も市立文化ホールにおいて、

第６回冬のフェスティバル「第九

コンサートｉｎ泉南」を開催しま

した。 

　市民から参加者を募って結成さ

れた泉南第九合唱団がベートーヴ

ェンの「第九」を力強く美しい歌

声で合唱しました。観客は、鮮や

かなピアノ演奏、透き通るような

綺麗な歌声に魅了され、心地よい

ひとときを過ごされていました。

　来年度も皆さんの参考になる講座を開催する予定ですので、たくさんの方々のご参加をお待ちしております。

市民協働啓発講座

　泉南市を花いっ

ぱいにするまちづ

くりを行うため、

６月はポーチュラ

カの花苗(15,160

株 )を、11 月はビ

ガーデニング講習会

　花と緑につつまれた美し

いまちづくりを進めるため、

春・秋の草花による寄せ植

えのガーデニング講習会を

行いました。参加者の方々

からは「毎年、楽しみにし

ています。」「泉南市を花いっ

ぱいにすることに協力して

いきたい。」等のお声をいた

だきました。

平成 26 年４月１９日（土）

１１月１５日（土）
平成２６年

６月２８日（土）

１１月２２日（土）

平成２６年７月２０日 ( 日 )　

市立総合福祉センター（あいぴあ泉南）

宅の英語案内等を行い、カンボジア民族音楽舞踊団からは民族音
楽の演奏を披露してもらい、お互いの文化に触れあいながら国際
交流を行いました。

王立芸術大学カンボジア
民族音楽舞踊団との国際交流

　泉南市を訪れた王立芸術大

学カンボジア民族音楽舞踊団

との交流会を開催しました。

　本委員会からはお餅つきを

はじめ、お琴演奏や山田家住

ノンフィクション作家　石井光太氏を
迎えておくる国際理解講座

　イスラームの知られざる性の

世界をルポルタージュした著書

『神の棄てた裸体～イスラームの

夜を歩く～』から、著者が体験

した事象をまじえて自らの言葉

泉南ふるさとの味を伝えよう
料理講習会

第６回冬のフェスティバル 「第九コンサート in 泉南」

平成２６年１２月２３日 (火・祝)

平成２６年６月～毎月第４水曜日

花と自然事業部事業

文化と国際事業部事業

〈主催：男里川水系保全環境保全活動実行委員会〉の趣旨に

賛同し、本委員会も参画し、男里川河口部分の清掃活動を行

いました。

オラの花苗 (15,160 株)を市役

所前や樽井駅前、和泉砂川駅前な

どに植え付け、草抜き・水やりを

しました。

平成２６年 4 月 23 日（水）

             〜29 日（火・祝）

でお話しいただきました。知らない世界をまずは知ろうとするこ

と、そして自分ができることを考え行動すること、それを実践し

ている著者の話を聞いて国際理解を深めてもらえたことと思いま

す。

平成 26 年９月１９日（金）

旧庄屋屋敷・山田家住宅
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