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★次号にご期待➡団地建て替えの跡地、活用の素案まとまる。

ろうすい

▼大蓮池で下水

管からの漏水が見

つかった問題︒こ

の話を聞いて︑和

歌山市の水道橋崩

落を思い起こした

人もいるのではな

いか︒和歌山市は

水道管だったが︑大蓮池の場

合は家庭からの生活排水が大

量に流れる下水管だ︒漏水は

チョロチョロと汚水が滴り落

ちる程度だったというが︑も

し︑大きな亀裂が入ったら︑

どうなっていたことだろう︒

しかも︑半年以上前から﹁漏

水している﹂との通報があっ

たにも関わらず︑市は漏水を

確認できずにいた︒

永藤英機市長は和歌山の水

道橋崩落後の記者会見で﹁堺

市は︑きちんと確認できてい

る﹂と述べた︒この下水管漏

水のことを知らなかったのか︒

それとも︑下水道だから別の

話だと思ったのだろうか︒

︵山本裕︶

▼芭蕉の﹁五月雨をあつめ

て早し最上川﹂を子規は技巧

的とし︑蕪村の﹁さみだれや

大河を前に家二軒﹂を推した︒

その蕪村で先の句をはじめ好

きな句がいくつかある︒もと

より巧拙などわかるはずもな

く︑勝手解釈である︒

▽苗代の色紙に遊ぶかはづ

かな▽筏士の蓑やあらしの花

衣▽月天心貧しき町を通りけ

り▽寒月や門なき寺の天高し

▽錦する野にこと柿鈎 とかゞ

しかな││などである︒

︵藤原︶

★配布状況や折り込みの問い合わせはコムネット☎072・296・6969

月〜金曜営業
9：30〜5：30にどうぞ

★次号は５月16日
（木）
発行。９日は休みます。

槇塚台近くのフォレストガーデン

管理者に集客力期待

園内には広場や散策路︑遊
具などが設けられ︑約０・
９ヘクタール２８４区画の
貸し農園がある︒利用は２
年契約で︑２年ごとに市民
から利用者を募っている︒
施設の管理は開園当初か

一方︑市もフォレストガ
ーデンの運営方法を見直し︑
集客が見込める方策を指定

管理者への応募者から提案
を求めることにした︒
具体的には︑地域住民と

場でマルシェなどを開催し︑
地産地消を進めながら集客

共同で果樹などを栽培しな
がら園内の管理を行うこと
や︑遊具を撤去した後の広

ら地元釜室の農家らに委託
し︑ 年からは地元農家を
中心に設立されたＮＰＯ法
人グリーンカマムロを指定

管理指定者の応募受付け
は 月 日から 日までで︑
１月頃に業者を選定︒３月
に議会の承認を受け正式決
︹山本裕︺
定する︒

管理者を募集

を図るといったことなどを
想定している︒一方︑貸し
農園の運営は従来通り続け
られる見通し︒

管理者としている︒地元農
家からていねいな栽培指導
を受けられるとして︑利用
フォレストガーデンは︑ 者から好評だった︒ところ
市民が農業体験をしながら︑ が︑ＮＰＯ法人から﹁メン
身近な自然に親しむ場とし バーが高齢化し︑業務遂行
て︑１９９０年︑整備に着 が厳しくなった﹂として︑
かいと
来年３月末の期限満了をも
って管理運営を終了し︑今
後は管理者に応募しないと
の意向が市に示された︒
手︒ 年に垣外谷ゾーン約
７・２ヘクタールを開園し︑
年には奥谷ゾーン約０・
６ヘクタールを開園した︒

遊具は市が撤去

貸し農園継続
堺市は︑槇塚台近くのフ し︑より効率的な管理方法
ォレストガーデンについて︑ や集客方法の提案を求める
来年度から指定管理者に対 ことを決めた︒現在︑南側
存続が決まった貸し農園︵水道や倉庫もある︶

エリアのわんぱく広場にあ
る老朽化した木製遊具を来
年度に撤去する予定︒その
後の広場の活用方法などの
提案を求める︒すでに来年
度から５年間の指定管理者
を募集しており︑１月には
業者が決まる見込み︒

ろ︑下水管の底の部分がと
ころどころ錆びており︑漏
れていた部分には藻のよう
なものが生えていた︒藻の

いて︑下水道管路部の木村
幸浩参事は﹁藻の生えてい
る部分で︑以前から漏水し
ていた可能性は否定できな
い︒通常︑下水管の底が腐
食することはあまりなく︑
点検で詳しく調べていなか
った﹂としている︒
来年に新しく敷設
市は来年︑新たな下水管

市が点検不備を認める
漏水を確認できなかったと
いう︒ところが︑同じよう
に市民から通報を受けた泉
ヶ丘公園管理事務所では︑

を敷設し︑橋の下の下水管
を撤去する予定︒︹山本裕︺

松本零士氏が

の訪問者︑ベアルとメロウ
といったキャラクターも自
︹山本裕︺

ーフとしており︑宇宙から

本氏が創作した﹁時空飛行
船フロンティア号﹂をモチ

オープンした︒建物は︑松

億円かけて大型児童館とし
て開設︒１９９９年６月に

県の施設でも︑同時期に役
職を辞任していたという︒
ビッグバンは府が１７１

名誉館長辞任
ビッグバン
今年４月に大阪府から堺
市に移譲された児童厚生施
設︑市立ビッグバンで初代
館長を務め︑名誉館長だっ
た漫画家の松本零士氏が６

ローンやカメラによる検査
を検討していたが︑新型コ
ロナの影響で準備が遅れて
いたという︒
その結果︑９月に水滴が
絶え間なく滴り落ちるよう
になるまで︑漏水を確認す

との通報を受けていたにも
かかわらず︑市の点検では
発見できず︑９月になって
ようやく漏水を確認した︒
上下水道局によると︑昨
年１月に通報を受け︑南区
内の下水道管の管理を担当

る﹂と対応の甘さを認めた︒
同センターは︑その後も
市は︑昨年１月から市民か 月１回︑現地を確認してい
ら﹁管から漏水している﹂ たが漏水を確認できず︑ド

下水管の腐食 想定せず

昨年９月︑大蓮池に架か
る白鳥橋の下の下水管から
汚水が漏れていた問題で︑
市上下水道局は﹁点検の方

ようなものは管の他の場所
でも確認された︒これにつ

21

水滴のようなものが漏れ出
しているのを確認し︑同セ
ンターにも通報していた︒

15

法を工夫していれば︑もっ
と早く漏水を見つけられた
かもしれない︒反省してい

12

ら考案した︒

泉北１号線

眼鏡の愛眼

94

月で︑名誉館長を辞任して
いたことがわかった︒他府

深井駅

至泉ヶ丘↓

大蓮池に汚水

する南部下水道サービスセ ることができなかった︒
ンターが現地を確認したが︑
市が下水管を調べたとこ

餃子の王将

↑至上野芝

深井中町
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年近い活動に
厚労大臣が表彰
高齢者を対象に福祉活動
を続けている槇塚台の﹁ボ
ランティアグループまきづ
もに支えあう地域社会づく

労働大臣表彰﹂を受けた︒
﹁多年にわたるボランティ
ア活動の実践を通して︑と

槇塚台のボラ団体に

月に﹁厚生

りに貢献した功績﹂が認め
られた︒

に昼食交流会で提供される さんは︑発足当時からのメ
手作りの食事が大好評︒ベ ンバー︒﹁このグループのお
テラン主婦の腕の見せ所と︑ かげでたくさんの仲間がで
メンバーそれぞれの得意料 きた﹂と松島さん︒桑原さ
理を詰め込んだ豪華な膳を んも﹁健康でいられるのも
参加者は楽しみにしている︒ ボランティア活動のおかげ﹂
しかし︑昨年からコロナの と喜ぶ︒代表の中谷満佐子
影響で昼食交流会は中止し

年に民生委員と福祉委
員の有志で発足︒ 歳以上
の高齢者を対象に︑昼食交
流会を開催し︑誕生月にプ
レゼントを届け安否確認も
行う︒現在は︑ボランティ
ている︒
松島正子さんと桑原宏枝

う︒アートフラワー経験者

らの型紙を作る︒
泉北を引っ越した後も阪
南市から通う仲間がいる︒

き

わ こ

しんだ︒分からない時は電
話で聞きました﹂と︒最年

長の小原祺和子さん︵鴨谷
台︶は︑コミュニティの活

動紹介の記事を見て興味を
持ち︑過去にやっていたア
ートフラワーの材料を活用

が通じて私達が喜びの元気
をもらった﹂と︒
お正月がテーマの〝南天
と黄水仙に水引〟を合わせ
た作品の体験会の参加者を
募集している︒ 日１時〜︑
南図書館３階集会室２で︒
材料費４００円︒先着 人︒
マスク着用のこと︵緊急事
態宣言発令の場合は中止︶︒
中野さん０９０・５１２６・
︹元村︺
３４８９

を贈った︒医療従事者の方
々への感謝と︑心の癒やし
になるよう思いを込めた︒
後日お礼の電話があり﹁心

さんは﹁みんなと協力し合 したいと考えて参加︒
ってこれからも頑張ります﹂
今年５月にはベルランド
と︒
︹冨尾︺ 総合病院・労災病院へ花束

ア研修を受けた 人で︑約
千人の対象者を見守る︒特

布の花で 暮らしを楽しむ
染色や特別な道具も不要︒

日に南図書館で作品体験会
泉ヶ丘で月２回活動して

市販の布を型紙に合わせて
カットし︑ワイヤーを挟ん
で花びらを貼り合わせて形

﹁緊急事態宣言中も花づく
りをしてステイホームを楽

いる︑布で花を創作するサ 取材日は各自が月下美人・ の中野さんが︑テーマにす
ークル﹁ハッピーブーケ﹂︒ クロッカス・ポインセチア る花を生花や図鑑を参考に
代表の中野美佐子さん︵高 など好きな花を作っていた︒ 季節を意識して選び︑花び
倉台︶を中心に 人で全て
手作業︑簡単シンプルさが
魅力の花づくりを楽しんで

を整える︒クロッカスだと
１つ約 分で仕上がるとい

め雑草を抜いて土の改良を
行って備えたという︒植樹
当日は快晴に恵まれ︑泉北
地区の郵便局長や泉北レモ
ンの街ストーリー代表の刈
谷由佳さんが参加︒成長し
て黄色のレモンがたわわに
なる日を祈念しながら︑苗
泉 北
郵便局
どで発信している︒泉北郵
便局も〝レモンを通じた地
域コミュニケーション︑ネ
ットワークづくりを〟とい
う趣旨に賛同し︑泉北レモ
ンの輪に加わることに︒

木を植えつけた︒︹浅利︺

15

77

30

26

12

30

か﹂が︑昨年
11

93

いる︒
ハッピーブーケは生地の

泉北郵便局︵若松台３丁︶
の建物横︑泉北２号線沿い
に泉北レモンの苗木が植え
られている︒前身の上神谷
郵便局から数えて１００周
年を迎えたのを記念して
月に植樹されたもの︒地域
と共にある郵便局として︑
泉北で活動する﹃泉北レモ
ンの街ストーリー﹄のプレ
ートナンバーＮ１３８２番
〜Ｎ１３９１番の苗木 本

〝泉北をレモンの街にし
よう〟と活動している﹃泉
北レモンの街ストーリー﹄
では︑泉北の学校や自治会
などでの記念植樹に協力し︑
その様子をホームページな

26
植樹の前には︑あらかじ

周年でレモン植樹

45

100

を植えつけた︒
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語を話す人物が︑﹁ウイルス

ートメールは︑犯人から手 に感染した︒除菌するため︑
あたり次第送信されている 電子マネーカードを買って
ため︑無視することが大事︒ 裏面の番号を教えて︒後に
﹁大事な話がショートメ
ールで送られてくることは
絶対にない︒慌てず不安な

電話番号で送られるショ

その後︑不審に思い︑ＮＴ
場合は直接確認を﹂と南堺
署刑事課︒
︹松林︺

返金する﹂と言ったため︑
コンビニでカードを４枚買
い︑番号を伝えた︒
すると次に︑﹁個人情報を
除去する﹂と再度カードの

Ｔファイナンスに確認し︑
詐欺だとわかった︒

﹁ウイルス感染﹂とＰＣに警告

マネーカード詐欺被害
スが検出された﹂との画面
が表れた︒書かれた番号に
電話をすると︑片言の日本

児童虐待疑い

素早く相談を

防止推進月間
月は﹁児童虐待防止推

進月間﹂︒また︑ 〜 日は
﹁女性に対する暴力をなく
す運動﹂期間︒

購入を要求し︑男性は指示
虐待を疑ったら︑ためら
に従ったが︑更に追加で要 わず︑
１８９︵いちはやく︶
求してきたため︑不審に思 へ電話を︒近くの児童相談
い︑セキュリティ会社に電 所へつながる︒また︑子育
話をし︑詐欺だとわかった︒ てに悩んだら︑児童相談所
男性は︑合計６万５千円の へ︒
被害に遭った︒ ︹松林︺
相談専用ダイヤル０１２
０・１８９・７８３
にくく︑犯罪に利用されや ・南区役所子育て支援課０
すいことから︑常時︑警戒︑ ７２・２９０・１７４４
見回りを行っている︒﹁ＡＴ ・和泉市役所子育て支援室
Ｍでは出来るだけ携帯電話 ０７２５・ ・８１３５
での通話は控えてほしい︒ ・ＤＶに関する相談は︑＃
もし︑見かけた場合は声を ８００８へ︒︵いずれも通話
掛けさせてもらうがご了承 料無料︶
下さい﹂と同署生活安全課︒ ・和泉市の女性相談員によ
銀行︑コンビニでは︑店員 る相談・電話０７２５・ ・
による声掛け協力の下︑未 ８２０７
然防止に努めている︒
・堺市配偶者暴力相談支援
︹松林︺ センター０７２・２２８・
︹松林︺
３９４３

25

ショートメールで未払い通知

れてきた︒
書かれていた﹁０５０﹂
から始まる番号に電話をす
ると︑﹁ご利用料金の確認が
取れていない﹂と男が言っ
たが︑男性が︑﹁身に覚えが
ない﹂と言うと︑男は﹁
％返金される﹂と言い信じ
月 日朝︑南区内の
た男性は︑ＡＴＭから指定 代男性が︑パソコンを閲覧
口座に約 万円振り込んだ︒ していると︑突然﹁ウイル
性のスポーツタイプの自転
車︵４万円相当︶が盗まれ
た︒

ＡＴＭ利用者に
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

付金がある﹂とＡＴＭへ誘
い出し︑携帯電話で指示を
与えながら操作させ︑現金
を振り込ませる手口の特殊
詐欺が後を絶たないことか
ら︑携帯電話で通話しなが
らＡＴＭを利用している人
には声を掛け︑注意を呼び
掛けた︒
同署管内には︑銀行・コ
ンビニ以外で︑無人ＡＴＭ
が約 台設置されている︒
無人のＡＴＭは目に留まり

12

高齢男性から 万 詐 取

月 日午前︑南区内の
代男性の携帯電話に︑Ｎ
ＴＴファイナンスから﹁料
金の未払いがある︒本日中
に支払うように﹂という内
容のショートメールが送ら

ドア鍵穴に接着剤
動車のナンバープレート前
後２枚が盗まれた︒

詐欺の注意喚起

50

和泉署
和泉警察署は︑地域安全
運動期間中の 月 日午後︑
エコールいずみとＫＯＨＹ
Ｏ光明池店内設置の無人Ａ
ＴＭでの警戒を行った︒﹁還

安全安心まちづくりの日

まひろ

﹁のぼり旗デザイン募集﹂
において︑桃山学院教育大
あ か り
学１年山本安郁莉さんが最

は優秀賞
ん

さ

優秀賞に︑２年福本万潤さ
んが優秀賞に選ばれた︒

福本

る二人︒泉北特有の︑自然
や緑を大切に︑目に付きや
すい色でわかりやすいデザ

99

22

11

ザイン制作を︑受講生約
名が課題として取り組んだ︒
武市署長︑比楽会長︑同
署生活安全課︑南堺防犯協
会田中会長が審査し︑特に
南区の特徴を捉え︑メッセ
ージとデザインが分かりや
すい作品が選ばれた︒
大阪市内から通学してい

部で審査中︒

︹松林︺

管内で設置される︒福本さ
んのデザインは現在府警本

たのぼり旗は︑今後南堺署

同大学藤原准教授︒
山本さんのデザインされ

活性化にもつながれば﹂と

形作りができ学生にとって
も良い経験になった︒地域

インと標語を考案した︒﹁賞
今回︑同署からこの企画 をもらえるとは思わず︑と
の依頼を受けた同大学は︑ てもうれしい﹂と︒
﹁公民一体となって︑地
造形表現の授業の一環とし︑
特殊詐欺の啓発としてのデ 域貢献︑文化のつながりの

南堺署の﹁のぼり旗デザイン﹂

最優秀賞
桃教大・山本 さに
ん

50

二人には︑ 月 日︑南
堺警察署武市署長から表彰
状︑南堺事業場防犯協会比
楽会長から記念品が贈られ

99

☆☆☆☆☆
車３台パンクさせる
★★★★
月 日頃︑原山台１丁
の施設内の駐車場に止めて
いた３台の車それぞれタイ
ヤ１本に釘が打ち付けられ
パンクさせられていた︒

月 日午前︑茶山台１

千円相当︶が盗まれた︒

11

月９日昼︑室堂町のマ
ンションで 代男性の部屋
の玄関ドアの鍵穴に接着剤
が入れられた︒
☆☆☆☆☆
店から衣類盗まれる
★★★★
９月 日朝︑いぶき野３
丁目の店舗で衣類３点︵７
万円相当︶が盗まれた︒
☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆
バイク前かご盗む
窓割り車内侵入
★★★★
かばんなど盗む
★★★★★★★
月７日頃︑室堂町の一
月 日深夜︑庭代台３ 般駐輪場に止めていた 代
丁の団地内の駐車場で普通 女性の原付バイクの前かご
自動車のボンネットが半開 が盗まれた︒
きになり︑助手席前の三角
☆☆☆
自転車盗む
窓が割られて鍵が開けられ︑
★★
車内から手提げかばん︑サ
ングラス︑印鑑など６万円
相当が盗まれた︒

丁の一般駐輪場に約２時間
無施錠で止めていた 代女
性の インチの自転車︵５

21

21

☆☆☆☆
プレート２枚とも
★★★★

10

10

26

月 日午前︑茶山台１
丁の一般駐輪場に約５時間
10

月 日深夜︑庭代台３

た︒

80

45

95

60
60

代男

20

21

40

10

19

30

17

17

40

10

施錠して止めていた

10

10

10

10

10

丁の団地内の駐車場に止め
ていた︑ 代男性の軽四自

10

45

10

70
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（ ５）

もを引いて時計塔が姿を現
すと拍手が沸き起こった︒
高さ４メートル近くの時

比楽卓郎さんと堺市副市長
の島田憲明さん︒紅白のひ
と語る︒
時計塔には泉ヶ丘地区唯
一の国宝拝殿がある櫻井神

られる時計塔でありたい﹂

年賀状の作成もサポート

パソコン解決室 予約スタート

る︒ノートパソコン持参の
こと︒
▽日程＝ 月 ・ 日

月 ・ ・ 日︑２月４・９・
日︑３月９・ ・ 日▽
時間＝１時 分〜２時 分︑

３時〜４時 分▽相談料＝
千円︵ 分︶原則前払い制︒
キャンセルは３日前までに

要連絡︵キャンセル料５０
０円が発生︶▽予約・問い
合わせ＝北谷さん０９０・
３３５９・６４９４︒ savn

18@yahoo.co.jp

日

会を開く︒着物リメイク︑
バッグ︑装飾小物︑帽子︑
押し絵︑こころ画など︒参
加者も募集している︒問い
合わせは小野さん０９０・
４４９７・２０７０

市民センターで

＊
話し方特別講演会

日１時半〜３時半︑泉
ヶ丘市民センターで講演会
を開催︒テーマは﹁話し方
指導者育成講座﹂︒会費５０
０円︒直接会場へ︒仲西さ
ん０７２・２３６・４９５

や小物を展示

12

シニアのボランティアグ
ループ﹁サザンＶネット﹂
が ・ ・２・３月︑栂文
化会館で開く﹁パソコンな
んでも解決室﹂の予約受付
をスタートする︒
年賀状の作成︵筆ぐるめ・
筆まめ︶﹁ Word
﹂﹁ Excel
﹂の
初歩から習いたい人やスマ

26

泉ケ丘駅に時計塔贈る
正面に﹁こおどり﹂の鬼面

ロータリ
ークラブ

して泉ケ丘駅前に﹁温度計
付き時計塔﹂を設置し︑堺
市に寄贈した︒時計塔が設
計塔は︑見やすい文字盤の 社に奉納される﹁こおどり
時計だけではなく︑温度計 神事﹂の鬼面を模した赤鬼
が付いていて利便性が高い︒ が描かれていて︑泉ヶ丘地

ホ・タブレットの操作につ
いて教えてほしい人︑トラ
ブルなどの﹁解決方法﹂を
マンツーマンでアドバイス︒
各回５人の予約を受け付け

25

45

堺泉ヶ丘ロータリークラ
ブが創立 周年記念事業と

置されたのは泉ケ丘駅前南
側バスロータリー︒
月 日に行われた寄贈
時計塔をデザインした︵株︶ 区を象徴するモニュメント
おおつか工芸の大塚敏幸さ としての役割も果たしてい
んは﹁市民が親しみを感じ る︒
︹髙見︺

日は
﹁直江兼続﹂

19

23

＊
栂文化会館歴史講座
日 時から︑栂文化会
館３階講座室で︒桧本多加
三氏﹁直江兼続・上杉の智
将﹂︒参加費７００円︒同館
０７２・２９６・００１５

18

＊
・ 日 時〜
作品展
５時︑泉ヶ丘３
番街コミュニティギャラリ

着物リメイク

90

０

10

働いていた上田清治さんや︑
患者支援センターに勤務し
てた高橋幸雄さんなど元職
員も︒
南出さんは︑﹁外出できな
い入院患者さんから︑屋上
から庭を見たら花がきれい
で癒やされたという声を掛
けてもらい励みに︒上から
眺めても効果的な植え方に
も工夫しています﹂と︑笑
顔を見せた︒
︹横山︺

11

30 15

10
15
24

25

23

11

ーで﹁つむぎの会﹂が展示

16

三原台の公園に
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

防災ベンチ設置
近大移転にともない︑堺
市は三原台地区の公園再整
備を行っている︒新しく子
ども用遊具や︑健康遊具も
設置︒第６公園では﹁かま
どベンチ﹂も設置︒災害な
どの緊急時には︑炊き出し
や暖がとれる︒市は順次︑
同校区の公園整備を進めて
いく︒
︹冨尾︺

15

式・除幕式では堺市から感
謝状が授与された︒序幕を
行ったのは同クラブ会長の

根などを花壇やプランター
汗を流した︒
に丁寧に植え︑
同センターでは︑子ども
たちや家族を支援するボラ
ンティアが約 のグループ
に分かれ活動︒現在︑１２
６人が在籍するボランティ
アだが︑コロナ禍で院内で
の活動は中止を余儀なくさ
れた︒その中︑園芸グルー
プは︑センターの花を枯ら
さないようにと︑暑い夏の
間も︑代表の南出京子さん

欠かさなかった︒
花の苗定植は︑毎年春と
秋に実施︒苗は︑和泉市や
市民グループから寄贈され
る︒園芸メンバーの中には︑
システムエンジニアとして

代で通い︑毎日植木や花に
たっぷり水やり︒手入れを

ん︵新檜尾台︶の３人が交

︵室堂町︶と鈴木正子さん
︵和泉市上町︶︑岩木博之さ

10

ボランティアが花の定植
27

12

10

35

25

母子医療センター︵和泉
市室堂町︶の庭園で 月
日︑これからの季節に咲く
花の苗の定植が行われた︒
作業したのは︑同センタ
ーの園芸ボランティア︒秋
晴れの下︑メンバーたちは
パンジーなどの苗約７００
ポットとチューリップの球
10

18

18

10
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B
C

F

G
H
I

ト〉 さん
ラス
〈イ ・はるか
台
桃山

住所・氏名・電話番号・年齢を記入の上、
ハガキまたはＦＡＸ、
メールで。
11月16日
（火）
必着。抽選で３人にギフト券
（千円）
を進呈。２週目に前月分を
まとめて発送します。 あて先＝〒590−0105 堺市南区竹城台３丁
22番２号、コミュニティ・まちがいさがし係（ＦＡＸ 072・291・5473
メールhome@community2525.com） 答と当選者発表は11月25日号。

光明池地区

◆象印のマイコン炊飯ジャー（取
説・箱あり、１回のみ使用）を無料で
取りに来られる方に譲ります。
（鴨谷台・髙本080-3781-1122）
◆小物入れ（籐製、幅6 0×奥行4 0×高
さ8 0c m位）を無料で取りに来られ
る方に譲ります。
（城山台・竹村080-2504-2564、連絡は
午前９時〜午後５時に）
泉北周辺地区

応募ハガキの余白に必ず投稿をY 身の回りの
出 来 ご と、 ホ ー ム ペ ー ジ と 紙 面 に 掲 載 し ま す。
まちがいさがし用のイラストも歓迎。ハガキに
黒いペンで横書きに描いて下さい。１枚でＯＫ
（ペンネーム可）
。採用分にはクオカード進呈。

ンナーのリュック（女児用、横20×奥
行11×高さ26cm、外側にチャック付
きポケット２つ、サイドに網ポケッ
ト、内側に小さなポケット、中に記名
あ り ）と ミ キ ハ ウ ス の か ご バ ッ グ
（少々色あせ・シミあり、横25×縦16
×奥行９cm）をまとめて1000円で▷
NIC社 の イ ネ ス
（ ド イ ツ 製 織 り 機、
22.5×35cm、毛糸あり＝未使用、美
品）を3500円で、取りに来られる方に
譲ります。場所によってはお届け可。
（藤沢台・沢田nao.naokichi2008@gm
ail.com）

◆ぬいぐるみ２点（馬＝1.5ｍとミニー
ちゃん、
昨年コストコで購入）を無料

狭山地区

で取りに来られる方に譲ります。
（鶴山台・藤井090-6602-4903）

◆子猫３匹
（生後１か月くらい、黒、黒
白トラ、三毛）を大切に飼ってくださ

金剛地区

◆スイミングヘルパー（直径13.5cm＝
３つ重ねた高さ23.5cm）を無料で▷
バーベキュー皿
（ワンハンドトレー

る方もらってください。
（狭山・山本072-365-2009）
金剛狭山周辺地区

◆フォーマル靴（21センチ、美品）を600
＝親指を入れる穴・飲み物置き・箸置
円で取りに来られる方に譲ります。
きあり、
プラスチック製、５色、
10枚、 （大饗・林072-275-4600）
縦19.5× 横26cm＝10枚 重 ね た 高 さ ◆昇降テーブル（縦120×横72×高さ44
７cm強）を無料で▷KPニットプラ
〜55cm、大理石調のシールを貼って

（６ ）

左の２つの絵に違うところが４か所あります︒
まちがいのあるコーナーを記号で答えて下さい︒

D

2021年（令和３年）11月11日

応募はこちらから

ください。取りに伺います。
（城山台・野際070-4398-2327）
で取りに来られる方に譲ります。
（西之山町・笠原090-5665-6120、連絡
泉北周辺地区
は午前８時〜午後９時に）
◆両袖机（幅137×奥行78×高さ73cm） ◆メダカを譲ってください。取りに伺
を5000円で▷座敷机（幅120×奥行83
います。
×高さ34cm）を3000円で▷スチール
（浜寺石津町中・藤原090-8198-7908）
います＝キズ防止のため）を6000円

机（ 幅120× 奥 行70× 高 さ70cm）を
金剛地区
2000円で取りに来られる方に譲ります。
（大師町・三木krpt79357@gaia.eonet. ◆ベッドを無料で譲ってください。取
ne.jp）
りに伺います。

譲ってください
栂

地

区

◆瞬間湯沸し器を無料か格安で譲って
ください。届けてくださると助かり
ます。
（原山台・氏田090-6232-2236、連絡は
午後９時以降に）
光明池地区

（寺池台・三宅090-6320-1746）
狭山地区

◆冷凍庫を5000円くらいで譲ってくだ
さい。
（西山台・中野072-366-2656）
金剛狭山周辺地区

◆男児の服
（130〜170cm）▷男児の靴
（21〜27cm）▷女性用の服（MかLサ
イズ）▷女性用の靴（23cmくらい）▷

◆庭木の刈込ハサミを無料か格安で譲

寝具のカバー（枕、掛け布団、敷き布

ってください。取りに伺います。（鴨
谷台・髙本0 80- 3 781- 1 122）

団）をいずれも無料で、譲ってくださ
い。取りに伺います。
（大饗・林072-275-4600）

◆マッサージチェアを２万円で譲って

（ ７）

2021年（令和３年）11月11日
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譲ります
泉ヶ丘地区

◆ オ ベ ー シ ョ ン の ギ タ ー（ ア コ ギ、
CC243）を２万円で取りに来られる
方に譲ります。
（高倉台・東地080-8536-1741）
◆
「ニンテンドースイッチ」
（ ７月に購
入、新モデル＝バッテリー駆動時間
延長、少し使用）を２万5000円で譲り
ます。お届け可。
（茶山台・河田jun̲step-2004@i.softba

コン類は含みません）を無料で２人
以上で取りに来られる方に譲りま
す。
（御池台・武智072-299-6047、
080-44831105、連絡は午前９時〜午後６時に）

nk.jp）
◆食器棚（高さ100×奥行40cm、茶）▷

方に譲ります。
（ 原 山 台・武072-283-6522、連 絡 は 午
後２時以降に）

（茶山台・井上090-3713-4129）
地

区

◆パソコン用デスク（天板は白、脚は
黒、スチール製、キーボード置き・引
き出し付き、頑丈で重い、写真のパソ

ブルー）を1000円で、取りに来られる
方に譲ります。
（庭代台・大池090-3927-3251、連絡は
午前９時〜午後６時頃に）
◆防寒作業着（男性用Mサイズ、ネイビ
ー、新品）を1000円で取りに来られる

レンジ台
（高さ100×奥行40cm、茶）
▷アップリカのベビーシート（車用、
黒）をいずれも無料で、取りに来られ
る方に譲ります。

栂

円で▷スキーブーツ（24.5cm、グレ
ー）
を1000円で▷スキーブーツ
（24cm、

◆スノーボード（150cm、ビンディング
付き、エッジ錆び有り）を3000円で▷
スキー板（165cm、ピンク）を無料で
▷スキー板（130cm、ブルー）を1000
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（８ ）

ここは、
どこでしょう
ふるって

ご応募をY

●1989年に堺市内で撮影しました。完成直前の施設名をお答えください。
ヒント：誘致運動は80年から行われていました。
●住所・氏名・電話番号と投稿コメントを記入の上、ハガキかファク
スかメールshiryou@community2525.comで。11月16日
（火）必着。
●あなたの身の回りの出来事、ホームページに掲載します。
コメントはペンネーム可。当選確率もあがりますY
●正解者の中から、抽選で３人にギフト券（千円）を
差し上げます。

（ ９）

2021年（令和３年）11月11日
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たね」と言ったら、返ってきた言葉
が「秋がなかったですね」
。確かに、
土曜日は半袖だったが、日曜日はジ
ャンパーを着ていたのに夜帰る時は
寒くて寒くて。帰ってから鍋を囲み
ました。
（はつが野・S.Kさん）
★夫の母親が来月100歳の誕生日を迎
えます。それに際して孫達が記念に

ました。暑いですが、秋は進んでい
るのですね。
（狭山・Y.Mさん）
★先日、晴天のもと、家族で稲刈りを
しました。新米を食べられるのが楽
しみです。収穫の秋、台風が来ない

★緊急事態宣言が解除されて久しぶり
に外食しました。お店で飲んだ生ビ
ールのおいしかったこと。このまま
収まってほしい。
（向陽台・N.Tさん）

ように祈りたいと思います。
（富蔵・
M.Kさん）
★最近、身の回りで色々なことが起こ
り心身共に疲れ切ってしまいました

2021年（令和３年）11月11日
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も見えてきました。いつも七五三の
季節に奇麗な花を咲かせてくれま
す。数年前の大きな台風では、明日
咲きそう！という時に根本から倒れ
てしまい、ショックでした。今年は
無 事 に 咲 き そ う で す。
（ は つ が 野・
H.Hさん）

写真集と動画集を作ろうとLINEグ
ループを作って活動をしています。
若者は最新の技術を駆使して作品作
りに励んでいます。いいものだなぁ

が、時間をかけて立ち直ることがで
きました。まわりの人の支えのおか
げです。人を救えるのは人なんだと
感じました。今は、ほんのささいな

★今秋も渡り鳥がやって来ました。い
つも近くの池のまわりを散策するの
ですが、夏の間は一羽も居ず寂しか

と感じています。
（高倉台・I.Nさん）

事にも幸せを感じることが出来てい
ます。
（城山台・M.Nさん）

った池にマガモやホシハジロ、留鳥
ですがカルガモ、カイツブリなども

★毎年皇帝ダリアを庭で育てています
が、今年もぐんぐん成長し、すでに
４〜５メートルほどになり、つぼみ

集まっていました。また楽しみが増
えました。
（宮山台・N.Tさん）

★今日は保育園でサツマイモ掘りの行
事があり、大きいお芋を持って帰り

〈竹城台・Ｍ．
Ｋさん〉
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なんでも ご連絡を

こちら
こちら情報センター

市外局番
おまちがえなく！

ったなんて、本当に驚きです。もう
少し秋が深まったら、ひとりで出か
けましょうか。
（桃山台・H.Mさん）

コスモスも奇麗でしたが、コキアが
赤く色づき秋の空気を満喫してきま

ンポリンの脚に引っかかって、足の
小指にヒビが入りました。みんなか

した！（n.kさん）

らは、トランポリンで？と聞かれた
けど…。健康のためのダイエットが
逆にケガをしてしまい、落ち着いて

収穫
金木犀
10月７日号の答えは「キンモクセイ」
でした。
（解答は10月21日号）
★街の中を犬と散歩をしていたら、ど
こからともなくキンモクセイの香り
がして、この季節が来たなーと思い
ます。実家の庭にも大きなキンモク
セイの木があったので、懐かしい気
持ちになります。小さな幸せを感じ

★スーパーに秋の実りがたくさん並べ
られ、食する度に収穫のご苦労を思
いありがたく感謝しています。作物
を育て出荷する両親の働く姿が浮か
びます。両親から秋の実りは届かな
くなりましたが感謝の気持は永遠で
す。
（原山台・M.Tさん）
★我が家の小さな畑も収穫の季節にな
りました。サツマイモやカボチャ、

柿など、体重増加の敵とはいえ、お
る瞬間です。
（のぞみ野・K.Yさん）
いしくてやめられません。
（ 新檜尾
★散歩していると、あちこちでキンモ
台・M.Hさん）
クセイの香りがしています。今年は
例 年 よ り 遅 い そ う で す。
（ 宮 山 台・ ★収穫の秋ですね。我が家でも、今年
も柿の木に実がいっぱい付き、収穫
T.Tさん）
す る の に 苦 労 し ま し た。
（ 三 原 台・

牛滝山

10月14日号の答えは「ウシタキヤマ」
でした。
（解答は10月28日号）

行動しようと反省しました。
（ 三原
台・T.Nさん）
★シャインマスカットが田舎から届

10月21日号の答えは「シュウカク」で
した。
（解答は11月４日号）

き、初めてフルーツサンドを作って
みました。母の誕生日に持っていく
と喜んでくれました。コツはホイッ
★10月14日号に掲載していただいた謎
の石。たまたま近くにお年寄りがい
らっしゃったので、お聴きしました。
教えてもらった話を絵にしてみまし
た。昔、足で踏んで人力で精米など
に使っていた道具の支点の石のよう
です。
（タニーケさん）

ん）

★何ということでしょう。灯台下暗し
とはこのことです。コロナ以前は紅
葉見物に、京都、信州、北海道。そ
れでも足りずにカナダまでも。バス
のドライバーさんに「日本人って紅
葉が好きだね〜」と感心されたりも
しました。こんな近くに、名所があ

池台・H.Sさん）

★最近小学校から体育大会のダンスが
聴こえてきます。人気の曲が流れる
中、好きな歌い手さんの曲が！踊ら
れるのが悔しいです。ちなみに私た
ちはフラッグダンスをします！４

Y.Tさん）

曲あるので難しいし、大変です！（鴨
谷台・S.Cさん）
★コミュニティさんのクロスワード、
毎回楽しみです！思いつかない時

すみっこぐらし

★牛滝山は紅葉と滝を巡る、古くから 10月28日号の答えは「スミッコグラシ」
（解答は15ページ）
のハイキングコースらしいですね。 でした。
スマホで調べて、
初めて知りました。 ★通勤で利用している南海電鉄で、す
みっこぐらし電車を見かけ、ほっこ
（三原台・Y.Tさん）
り 癒 や さ れ ま し た！！（ 藤 沢 台・
★牛滝温泉に一度行ったことがありま
R.Iさん）
す。紅葉や滝を見たハイキング後の
温泉は最高ですね。
（ 高辺台・S.Nさ

プクリームにマスカルポーネチーズ
を少し混ぜる、パンをラップに包ん
で少し寝かせることです。簡単なの
でまた来年作りたいと思います。
（寺

は、夫に聞いて２人で考えています。
夫婦円満の秘訣にも、クロスワード
いいですね！（原山台・Y.Oさん）

★すみっこぐらしの電車、何度か乗っ
たり見かけたりしました。ええ歳の
おばちゃんですが、ちょっとウキウ
キします♪。ひそかに写真を撮って
職場で見せたりもしてしまいまし
た。
（鴨谷台・Y.Eさん）

街かどニュースより

日々のあれこれ
★泉ケ丘駅から職場まで健康のため遊
歩道を歩いていますが、明らかに自
分より年上だなと思う方々に追い抜

かれてしまいます。強いなあ、恐る
★めっきり秋らしくなった10月17日。
べし泉北のベテラン。ちなみに当方
コスモスを見に和泉リサイクル環境
64歳です。
（いぶき野・T.Hさん）
公園に行って来ました。風に揺れた ★先日、朝慌ててダイエット用のトラ

〈いぶき野・Ｋ．Ｏさん〉

★会社へ行って、
「急に寒くなりまし

わたしの街の あんな店こんな店

来春までに５科と薬局
日︑
リニューアルオープン︒ 新エリアには︑歯科・皮膚
クリニックが集う﹁クリニ 科・メンタルクリニックな
どが順次開院︒調剤薬局も
１階に加え︑同フロアに開

ウェブも好評
写真いっぱい
業する︒
クリニックパークに開院

が２階に開局される︒
泉ヶ丘皮フ科クリニック
には来年春︑同院内に消化
器内視鏡も開始予定︒同フ
ロアには︑﹁藤谷眼科﹂もあ

が完結する便利なエリアと
なる︒
同時に新しい店舗も営業

するのは︑﹁かただ歯科﹂︵３ り︑来春には全５科の医院
階からの移転リニューアル︶
︑ と調剤薬局で構成︒買い物
心療内科﹁うえしまメンタ のついでに診察から薬まで
ルクリニック﹂︑﹁泉ヶ丘皮
フ科クリニック﹂︵泉ヶ丘セ
ンタービルからの移転で今

冬オープン︶︒調剤薬局とし を開始する︒関東圏中心に
て﹁ココカラファイン薬局﹂ 店舗展開している総合衣料

のファッションプラザ﹁パ
シオス﹂は大阪４店舗目と
して開店︒携帯電話販売の

﹁Ｓｏ ｆｔ Ｂａｎ ｋ﹂︑﹁Ｙ

！ｍｏ ｂｉｌｅ ﹂︑﹁ａｕ Ｓ
ｔｙ ｌｅ ﹂と︑買取専門店

﹁Ｂｅｓ ｔ Ｌｉｆｅ ﹂は︑
泉ケ丘駅前から移転オープ
ンする︒

月中旬には︑１階に携
帯修理の﹁スマホ修理のｉ
Ｄｒｅａｍ ﹂が開店を予
定している︒
︹横山︺

スター・甘鯛西京焼きなど

品﹁極み三段重﹂２万
０７２・２８４・５１１５

５００円に︒全て国産原料

２千円が早期早割で１万８

全
では︑おせち予約を受け付

車海老・かに爪甘酢漬けな

にこだわった︑鮑旨煮・焼

あわびうまに

日までの申し

ど全

品﹁令月風和二段重﹂

込みで早期早割りが適用さ

２万７千円が早期早割で２

万３１３０円に︒日本三大

珍味のうに・からすみ・こ

のわた︑世界三大珍味のキ

ャビア・フォアグラ・トリ

品﹁豪華特大和洋二段

ュフを用いた料理をはじめ
全

重﹂︵写真︶３万３千円が早

いずれも税別︒商品代金

期早割り価格で３万円に︒

日夕方〜

日

時ま

は現金前受け︒受け渡しは
月

で︒おせちの発送は要相談︒

申し込み問い合わせは電話

オーダー 時︶︑土日祝はラ
ンチ営業もあり︒ランチ営
業 時〜 時
︵ラストオー

︹髙見︺

ルも２９０円とお値打ち価
格︵ゴールドステッカー認
証店︶︒家族連れや仲間で楽
しめる広い個室あり︒イン

ダー 時︶︒火
休︒︹髙見︺

で︒

スタグラムは店名で検索を︒
税別︒ 時〜 時︵ラスト

おせちは全３種類︒ロブ

される︒

れて︑お年玉食事券が進呈

おせちが︑

け中︒正月を彩る華やかな

階の創作和彩﹁湖 泉 別館﹂

こ せん

泉ヶ丘ひろば専門店街１

早割＋お年玉食事券付き

豪華おせち受け付け中

−

パシオスやスマホ修理店も
堂々オー プ ン
ックパーク﹂エリアが新た
に登場し︑生まれ変わる︒

りにこだわる︒脂の乗り︑
繊維の入り方を見極めて一
枚一枚丁寧にカットする︒
おすすめは︑﹁厚切り塩タン﹂
８３０円︑﹁厳選カルビ﹂９
８０円︑﹁厳選ロース﹂１０
８０円︒秘伝のピリ辛だれ
﹁赤だれ﹂もいちおし︒辛
いのが苦手な人はあっさり
した﹁しょう油だれ﹂で︒

今月末まで

ジョイパーク泉ヶ丘︵三
原台１丁︶の２階が 月１
また︑協賛の﹁髙匠アク
ロスモール泉北店﹂でも
11

in 17

ナブルに提供︒経験と目利
きで最良の肉を仕入れ︑オ
ーダーを受けてからの手切

塩タンとカルビ
おすすめは

泉田中北交差点近く︑リ
ピーターが絶えない焼き肉
店﹁焼肉ひろ﹂０７２・３
６０・４２２０︒各テーブ
ルに置かれた七輪で焼く炭
火焼き肉は︑うまみ・肉汁
が逃さず炭の香りがたまら
ちょくじょう

ない︒七輪の直上に排煙ダ
クトを配しているため煙や
におい対策︑換気力も抜群
で安心して食べられる︒
﹁特別な日だけではなく︑
日常でおいしい焼き肉をお

14

日からコミュニティ 日号
持参の先着２００人に髙匠
オリジナル﹁小倉バター︵お
試しサイズ︶
﹂をプレゼント︒
時〜 時 分︵アクロス
モール泉北店︶
・ 時〜 時
み
︵期間限定ＳＨＯＰ
はら︶︒両店舗
とも売り切れ
しだい終了︒
︹髙見︺

11

厳選肉を腹一杯に

45

美原に期間限定ショップ

茶やハーブティーなどが常
時約 種類あり︑その日の
気分や体調に合わせて選ぶ
ことができる︒見た目も香
りも癒やし効果満点のハー
ブティーはアロマテラピー
インストラクターやメディ
カルハーブコーディネータ
ーなどの認定資格を持つ店
主が美容やホルモンバラン

20

12

48

45

11

in
in

予約で

限定ＳＨＯＰ
みはら﹂
で事前予約先着 人にオリ
ジナルパンナイフをプレゼ
人にパンナイフ進呈
ント︒またコミュニティ
プンし︑早速評判を呼んで 日号持参の先着２００人に
いる︒
髙匠オリジナル﹁小倉バタ
今月 日から毎週日曜日 ー︵お試しサイズ︶﹂をプレ
と祝日に﹁髙匠 期間限定 ゼント︒
み
ＳＨＯＰ
みはら︵高匠
期間限定ＳＨＯＰ
美原販売所 日祝限定スト はらへの予約はアクロスモ
ア︶
﹂
が新たにオープン︒場 ール泉北店に電話を︒必ず
みは
所は堺市美原区菅生
１︒ ﹁期間限定ＳＨＯＰ
オープンを祝して︑﹁期間 ら﹂と伝えて︒

大阪・阿波座本店を皮切
りに全国展開する高級食パ
ン専門店﹁髙匠﹂
︒
卵︑保存
料を一切使用せず湯種製法
で焼き上げるもっちり食感
の食パンが人気で︑９月に
は南大阪１号店﹁髙匠アク
ロスモール泉北店﹂
０５０・
６８７０・６３８９がオー

種から選べる
ハーブティー
桃山学院大学近く︑のぞ
み野８号公園のすぐ近くに

10

熱々の焼き肉とビールを存
分に楽しめるよう︑生ビー

17

50 in

腹いっぱい食べてもらいた
い﹂と質の高い肉をリーズ

31

in

ある
﹁グッドタイムカフェ﹂ スなどの効能ごとにブレン
０９０・９８８６・４３０ ドしたもの︒各ブレンド６

25

21

15

14

17

30

＝

４は癒やしのティータイム
空間︒
朝はパンやスープ︑ラン
チタイム︵ 時半〜２時︶
はパスタ︑ティータイムは
ケーキ︑と店主のこだわり
が詰まった手作りメニュー

18

50

＝

56

11

14

＝

80

９０円︵５包︶で購入可能︒
テイクアウトメニューあり︒
詳細はＨＰで︒全席禁煙︒
ベビーチェアあり︒９〜
時
︵ＬＯ 時半︶
︑月曜定休︒
Ｐは店正面のほか︑斜め前
︵坂の上側︶の駐車場 〜
︹杉本︺
番︒

27

12

＝

30

22

＝

11

が並ぶ︒茶葉は紅茶や中国

17

＝

−79

12

ジョイパーク

80

＝
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理やり供出させられたが︑
その後﹁皇室に関係のある
鐘︑大名の造った鐘︑名工
残っていない︒そこで︑府
庁の人に鐘はどこへ持って
いったのでしょうかと尋ね

との一札をもらった︒
しかし肝心の鐘はすでに
供出してしまって手元には
うと︑それでは工員を動員
してあげましょうと言って
人ほど動員してくれた︒

たら︑裏の海岸の広場にた
くさん集めてあるから見て
きなさいと言われて探した
前回に続いて高倉寺の鐘 に決定し︑三辺府知事より が︑あまりたくさん大小幾
について述べます︒
戦時中︑ ﹁歴史上︑美術上保存の要 百とも知れずあるので見当
政府の金属回収令により無 あり︒よって供出を免除す﹂ たらず︑その旨工場長に言

が造った鐘﹂は供出しなく
てもよかったことを知った︒
そこで私は大阪府庁の社寺
そして探してもらったらや
っと見つかった︒その時の
うれ
嬉しさは言いようもない︒
ただ化学分析するために穴
が４つボーリングして開け
てあった︒しかし割れたの
ではないから音響には変わ
りはない︒工場長も分析表
を見て﹁なるほど良い鐘だ︒
金も何パーセントか含まれ
ている︒こんな良い鐘をつ
ぶすのはもったいない﹂と
言われ︑送り返されてきた︒
この鐘を突けば厄災はのが
れ長生きするとの伝説通り︑
鐘自身もつぶされるところ
難を逃れ無事に帰ってきた︒
不思議な霊力というべきか
？
この現実によって得た教
訓はいくら良い法律があっ
ても〝法律は権利の上に眠
けて工場事務所へ行き︑工
場長に会って趣旨を説明し

なおしま

ると︑関西の釣鐘は全部岡
山県の直島の三菱製錬所へ
送っているはず︑直接行っ
て残っておればもらってき
なさいと言われた︒早速家
へも帰らずその晩の夜行列
車で岡山へ走り︑宇野港か
らポンポン蒸気に乗って直
島へ︑そして製錬所へ行っ
た︒直島は瀬戸内海に浮か
ぶ小さな島であるが︑全島
軍需工場になっており︑武
装した兵隊さんが入口に立
ってスパイなどの警戒にあ
たっていた︒
何しに来たか？との問い
に知事の認定書を見せて釣
鐘をもらいに来たと言うと
通行証を下さり︑それをつ

〈２〉

課に駆けつけ︑鐘の周囲の
銘文を写し取っていた拓本
を係員に示した︵前回まで︶
︒
その文中には国家を守る
ためにこれを造るとか︑小
出大隅守祖先菩提のために
これを造るとか︑堺住人の
名工池田金吉これを鋳造す
るとかの文句があった︒高
倉寺は高倉天皇の行幸地で
あり十六菊花御紋章も許さ
れているように皇室に関係
がある︒また大名の造った
鐘であり名工の鋳造したも
のであり三拍子そろってい
ますから供出免除の条件に
かなっていると思いますと
言うと︑府庁の方もなるほ
どその通り︑では早速審議
会を開いて善処すると言っ
てくれた︒審議の結果免除

思議な霊力がこの世に存在
するということも実証され

葬り去ることのできない不

になっていたであろう︒故
に伝説や迷信として一概に

そのまま鋳つぶされて兵器

ば知らんなりである︒もし
私が官報を見なかったら︑

る者は保護せず〟で知らね

20

たわけである︒

漢方で妊活をサポート

丁寧なカウンセリングに定評

当たり前になってしまい︑

月かけて漢方による妊娠し
やすい身体作りを目指しま
す︒血行が良くなって体質
改善されていくのが実感で
き︑肌が奇麗になったり免
疫力が上がったという喜び
の声が寄せられています﹂
と︒平日︵月〜金曜︶９〜
︹杉本︺
時︒

囲で可能な方法を考えてい
きます︒運動や栄養管理を
採りいれながら︑３〜４か

中には指摘されて初めて睡
眠不足やストレスなどの問
題点を自覚する人も︒
新檜尾台アーケード﹁上
﹁まずは気軽に悩みを話
野薬局﹂０７２・２９８・ して下さい︒問題点が分か
７９９８の﹃妊活サポート﹄ ったら︑ご予算や生活の範
は長年地元から厚い信頼を
寄せられている︒
信頼の基盤は漢方の専門
知識と相談︵要予約・無料︶
を重ね︑その人にとっての
ベストな方法を一緒に考え
る誠実な姿勢にある︒相談
初回では約１時間かけてカ
ウンセリングと血流測定を
行い︑心身の状態を細かく
把握する︒
忙しい毎日の中で不調が

大野台２丁目︑マツゲン
入口向かいの﹁恵バレエス
クール﹂０９０・５１６８・
７６３５で︑新しい試みが
スタートする︒
目と耳が重要とされるバ

能ではない︒それでも今回︑
〝まずは始めてみよう〟と
の思いからスタートするの

の子どもから大人まで受け
入れる︒
とは言え︑初の試みとな
るため手探りな部分は大き
い︒聞こえの状態も個人差
があるだろうし︑手話も万

択肢を狭めてしまっている
現状を何とか打破すべく︑
協力者を探す中︑手話に
精通している人が見つかっ
たことで︑まずは耳の不自
由な人を受け入れることに
決めた︒おおむね３歳以上

女性のための相談 泉ヶ
丘交番で女性警官が対応︒
︵緊急で不在の時もあり︶

今回アクションを起こした︒ わせを︒

無料の体験会を開催する︒
日時など︑詳しくは問い合
︹岩谷︺

しまう親御さんも多いとか︒ で︑﹁お互い初めて同士︑気
３歳ごろの〝習い事はじめ〟 軽に来てもらえれば﹂と︒
の頃に︑最初から諦めて選
まずは初回お試しとして︑

レエにおいては︑目や耳に
障害を持っている時点で
〝ウ
チの子には無理〟と諦めて

３歳〜大人︑無料体験あり

聴覚障害者もバレエを

19

高倉寺の釣鐘
⑥

仲村弘正さん
〔寄稿〕当時高倉寺住職

★1974年２月10日号に掲載したものです。
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2008（平成20）
年２月21日号の記事を再掲載しています。

る︒同クラブは毎週水曜日
に青少年の家︵片蔵︶で活
動中︒新入会員募集中︑見
学歓迎︒問い合わせは平野
さん０７２・２９１・８１
２８
＊
ミュージアムコンサート

〜古い時代のイギリス
Vol.17
音楽でクリスマスを﹂▽

26

日＝﹁ WONDERFUL RUS
﹂
︒
当面の間︑整理券の配
SIA
布は開館時︵ 時︶から︒

座席は 席︵指定席︶︒入館
料のみ要︒問い合わせ０７
２５・ ・０００１

10

面︑天上ケ岳︒初級︒阪急
梅田駅２階改札前に８時集
合︒雨天中止︒会員外の人
は事前に連絡を︒岩本さん
０９０・５９７２・８５４

▽５日＝
﹁ C̀est la vie! Piano
〜クラシックのあの
concert
名曲から１台４手連弾の躍

３
いずれも２時から︑久保
＊
日 惣美術館で▽ 月４日＝
﹁ヨ
南図書館歴史講座
２時︑ ーロピアントリオ JINJIN
﹂
泉ヶ丘の南図書館３階で
﹁愛
憎の古代史と神仙境﹂︒会費
５００円︒泉北歴史研究会

点展示

水彩・油彩画

など

丁の﹁ぽらんのひろば﹂で
開催︒テーマは﹁﹃北海道の
旅﹄黒板五郎の生き方と北
海道の自然﹂︒講師は北村修
治さん︵光明台︶︒参加費千
円︵菓子飲み物付き︶︒
３密
を避けるため︑少人数予約
制で定員は 人︒

時︑大阪狭

衣類や日用品など

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

バザー用品募る

国際エンゼル協会が 月
日︵ 時〜２時︶に泉大
津アルザ１階アトリウムで

行われるチャリティーバザ
ーに向けて物品を募集して
いる︒新品衣類・日用品・
台所用品・食料品︵生もの
不可︶
・新品カバンなど︒電
化製品や家具︑人形︑使用
済みの食器類は不可︒バザ
ーの収益は開発途上国︵主
にバングラデシュ︶の子ど
もと女性の自立のために役
立てられる︒橋本さん０７
２５・ ・８１３０

﹁日曜散歩﹂を 日に開 ︿敬称略﹀▽宮本幸栄︵狭
催︒泉佐野駅に集合・解散︒ 山︶▽川田リツ子︵高辺台︶
参加費無料︒詳細は問い合 ▽安田ゆたか︵伏屋町︶
わせを︒申し込みと問い合
月 日号のクロスワー
わせは北村さん０７２５・ ド 正解は﹁スミッコグラ
・３１６６︑０９０・４ シ﹂でした︒次の３名にギ
３０９・４７５８
フト券︵千円︶をお贈りし
ます︿敬称略﹀▽中本律子
日に
狭山で

日号のまちがいさ

服やジャージなどの服装で︑ 券︵千円︶をお贈りします

がし 正解は﹁ＣＥＧＩ﹂
でした︒次の３名にギフト

月

参︒問い合わせ＝大阪狭山
市トランポリン協会０７２・
２０５・４１４１︵担当杉
浦さん︒平日に︶

靴下着用︒タオル︑水筒持

トランポリンの体験会
日９時〜

山市立総合体育館メインア
リーナでトランポリン無料
体験会が開かれる︒指導は
日本スポーツ協会公認コー
チ︒対象は幼児から一般成
人︵市外の人も参加可能︶︒

60

54

なんやかんやのイベント情報満載

赤坂台の尾崎さんら

パンジョ
ホ ー ル
日〜 日︑ まるが︑気負いなく描き︑
パンジョホー 楽しむことを大切にしてい
ルロビーで﹁ア
トリエ赤坂﹂
る︒８人のメンバーの中で
まとめ役の尾崎さん︒退職
後︑老人大学で絵画を学び

日
に箕

日は箕面へ

﹁絵は生涯の友﹂と精力的 ０７２・２９４・１７８６ 動感あふれるサウンドまで
〜 Vol.3
﹂▽ 日＝﹁亀山薫
に描き続ける︒気さくで明
クリスマスコンサート﹂▽
るい人柄は︑多くの絵画仲
日＝﹁音の和 Christmas
間から慕われ︑信頼も厚い︒
名曲つめこ
﹁絵画に出会い︑仲間に恵
Concert Merry
南図書館で 〜 日 み Mas!
﹂▽ 日＝﹁冬の夜
まれ幸せです﹂と︒メンバ
絵画クラブ﹁洋﹂が 〜 空を眺めながら〜邦楽合奏
ー８人の選りすぐりの力作
日︑泉ヶ丘の南図書館ロ 団﹃地涌﹄による筝・三絃・
を展示︒０９０・８１４０・
０８９５︵尾崎さん︶︹冨尾︺ ビーで作品展を開く︵初日 尺八コンサート﹂▽ 日＝
は 時から︑最終日は４時 ﹁寺地達弘ミュージアムコ
まで ︑月
) 曜休み︒入場無料︒ ンサート﹂▽ 日＝﹁古楽
水彩・油彩・パステル画な アンサンブル・ゼフィール
ど合わせて約 点を出展す による バロック音楽の旅
＊
泉北軽登山クラブ

３時半に﹁相続登記の新常
識と生前にできる財産管理﹂
︒
今注目の相続登記の義務化︑
相続土地国庫帰属法と家族
信託を事例を使って分かり
やすく解説▽第２部＝３時
分〜４時 分に﹁どんな
家庭にも相続対策﹂︒生命保
険による相続対策を事例を
使って分かりやすく説明︒
月１日は大阪泉北合同事

日

・６０２５

務所︵和泉市伏屋町︶で無
料個別相談会あり︵セミナ
ーに参加した人が対象︶︒
０
７２５・

庭代台で

11

18

25

が︑尾崎武彦
さん卒寿記念
として︑尾崎
さんと会員の
展示会を開催︒
時〜５時︒
無料︒
描画材料を
自由に使って
人物を専門に
描く本格的な
絵画クラブ︒
受賞歴多数の
ベテランが集
グアイ小研修室５で第 回
司法書士によるセミナー﹁相
続登記の義務化と家族信託
の利用﹂を開催︒無料︵事
前予約制︶▽第１部＝２〜

12

〜 日に卒寿記念展

司法書士の
相続セミナー
日２時〜４時半︑ビッ

介護の相談乗ります
みや相談事を誰かに聞いて
もらいたいと思っておられ
る方︑
お待ちしております﹂
と呼び掛ける︒
申し込み・問い合わせは
小川さん０７２・２９９・
３４１１︑
奥田さん０７２・
２９３・４１４１

12

12

21

20 26

25

日に泉ヶ丘で交流会
認知症などの高齢の家族
を介護している人やまたそ
の人達を支援する人が集ま
って活動している﹁堺市老
人介護者︵家族︶の会﹂
︒
南
ブロック交流会が 日１時
〜３時︑泉ヶ丘北専門店三
番街コミュニティ・ギャラ

20

10

56

今週中に発送いたします︒

︵くみの木︶▽北井照美︵美
山台︶▽橋本綾子︵桜ヶ丘
町︶

28

30

11

10

26

12

予約︑申し込みは不要︑当
日直接会場へ︒学校の体操

19

21

23

14

＊
﹁すずか
生涯学習講座
け塾﹂を
日２時〜４時︑庭代台１

28

14

30

38

30

20

56

10

24

リーで開かれる︒﹁日頃の悩

30

12

10

57

23

40

12

30

日
24

25

24

10

30
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