泉北ニュータウン・光明台・いぶき野・
のぞみ野・室堂・伏屋などに68,000部
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『あかとんぼ』＝茶山台幼稚園（年長）・もりかわ まさはる さん

★次号にご期待➡和泉中央の広場改修進む

▼パラスポーツ

体験会を取材する

機会があり︑ふと

先の東京パラリン

ピックでの感動が

よみがえった︒

４度目の挑戦で

念願のパラ五輪金メダルを獲

得し︑﹁この瞬間のために頑張

ってきた︑って言う〝この瞬

間〟って本当に訪れるのです

ね﹂と語った木村敬一選手を

始め︑多くの選手から深い感

動をもらった︒どの選手も栄

光の舞台に立つまでに︑想像

を絶する苦悩と挫折︑葛藤が

あったに違いない︒

逆境を乗り越え︑挑戦を続

ける彼らの姿を見ると︑コロ

︵山本こ︶

ナ禍の中にも希望の光が見え

る気がする︒

▼冬はビタミンＣが欠かせ

ない︒風邪予防にミカンやキ

ウイフルーツなどを食事に摂

り入れる事を心がけている︒

人間・サル・モルモット以外

の動物は体内にビタミンＣ合

成能力があると知って驚いた︒

園芸店のポスターでビタミ

ンＦ︵ flower
︶という言葉を
見た︒ビタミンＡ・Ｂ・Ｃな

ど体の健康維持に必要な栄養

素に対して︑心の健康に必要

な栄養を意味する造語︒

花を飾ると気持ちが明るく

なり︑花を育て咲かせるとコ

コロが喜ぶ︒医学的科学的に

も心と体を癒やすチカラがあ

るとか︒次に贈り物をする時

︵元村︶

はビタミンＦを届けてみよう

と思う︒

ＨＰはこちら

★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。

のりなどの文房具を自由に
利用でき︑印刷やコピー︑
スキャンなどができるプリ

２月末まで ％引

キャンペーンは２月 日
までで︑個室利用が通常
分３３０円のところ︑１１

ンターも用意されている︒
コーヒーなどの飲み物はフ
リードリンク制︒
また︑スマートフォンや
ＩＣカードを使った入退室

０円に︒半個室は 分１３
２円が 円︑オープンスペ
ースが 分１１０円のとこ

28

ろ 円で利用できる︒
問い合わせや会員登録は

15

と河内長野市南花台に住む
歳以上の住民で︑参加費
用は無料︒タブレットも無

験を行い︑事業化に向けて
ニーズや課題を検証する︒
泉北・狭山ニュータウン

街﹂泉北の緑道を日本一に
しようと︑昨年初めに立ち
上げた一般財団法人泉北の
みどりを守る会︒２月６日
に︑すまいるセンターで予
定していたトークイベント
は︑新型コロナ感染拡大防

緑を守る会のトーク
イベントは延期です
﹁池と緑とバリアフリーの

で︒

リーダイヤル︶へ︒受付は
平日午前９時〜午後５時ま
︹山本裕︺

たことから﹁議会軽視だ﹂
との指摘も挙がった︒
自民・堺創志会・共産な
どは検討が不十分だとして
廃止に反対し︑健康福祉委
員会では否決された︒しか
し︑本会議では維新と公明
が賛成したため︑委員会の
議決が覆り施設の廃止が決
まった︒
経費削減効果を十分に検
討しないまま青少年育成施
設の廃止を決めた永藤英機
市長に対し︑自民・堺創志
会・共産は批判を強めてい
︹山本裕︺
る︒

らへ施設廃止を連絡してい

公式ホームページ https://
へ︒
lieﬃce.com/
︹山本裕︺

15

70

管理を採用し︑会員以外は
入室できないなどセキュリ
ティ対策も徹底している︒
利用者はリモートワーク
の会社員のほか︑オンライ
ンによる講義や就職活動の
面接に利用する学生が多い
という︒

15 44

償貸与される︒予定人数は
千人で申し込み多数の場合
は抽選︒参加者には申し込
み後︑事務局から説明会の
日程が送られる︒
大阪スマートシニアライ
フ事業コールセンター０８

が目的︒６か月間︑実証実

33

泉ヶ丘広場のシェアオフィス

ス﹁リーフィス イズミガ
オカ﹂は昨年 月 日︑泉
ヶ丘ひろば専門店街にオー
プン︒市からの補助額は５

エブを使った会議や研修︑
講義などに参加できる︒
利用者はペンやハサミ︑

オープン席 ︑
個室４席
南海電鉄は︑泉北ニュー
タウンでのリモートワーク
拠点整備を進める堺市の補
助金を受けて︑泉ケ丘駅前

撤去費は 億円も

億円の費用が見込まれると
いう︒また︑指定管理の期
間は 年３月までとなって
いることから︑指定管理者
から︑一方的な中途契約解
除は債務不履行だとして︑
賠償を求められていること
も分かった︒
さらに︑議会に条例改正
案を上程する前に︑利用者

管理者が市
に賠償請求

止のため延期します︒

泉北１号線

深井駅

至泉ヶ丘↓

眼鏡の愛眼

３月末で廃止に
減少しているなどとして︑
市は財政危機脱却プランの
中で日高少年自然の家の廃
止方針を表明した︒廃止で
年間の指定管理料５７００
万円を削減できるという︒
ところが︑市議会の議論
で︑施設廃止後の方針が決
まっていないことが判明︒
施設の解体撤去には︑約

高齢者千人を
対象に来月〜
タブレットの実証実験
大阪府が民間企業と共同
で実施する予定のタブレッ
トを使った高齢者向けの実
証実験﹁大阪スマートシニ
アライフ事業﹂について︑
府は２月１日から参加する
住民を募集する︒
インターネットを通じて

24

００・１００・１０２︵フ

餃子の王将

↑至上野芝

深井中町

10

さまざまなサービスを提供
し︑生活の質向上を図るの

10

日高自然の家
和歌山県日高町に堺市が
所有している青少年健全育
成施設﹁市立日高少年自然
の家﹂について︑堺市が財
政危機を理由に今年３月末
で施設を廃止することにな
った︒市は施設老朽化と利
用者の減少による負担の増
大を挙げているが︑指定管
理者との契約は中途解除と
なり︑施設廃止後の方針も

年度から５年間

年前に比べて約５割

50

決まっていない︒経費削減
ありきの拙速な廃止に︑市
議会からは批判が相次いだ︒
市立日高少年自然の家は
１９７５年に開設︒鉄筋コ
ンクリート２階建ての宿泊
棟と食事棟があり︑小学校
や青少年団体などの宿泊研
修などに利用されている︒
開設から 年以上経ち︑
老朽化が進んでいることか

し︑

で約１億６千万円かけて改
修︒一方︑利用者数も減少

ら︑市は

45

16

20

００万円だった︒
オープン席 席のほか︑
完全個室ブース４席がある︒
完全個室は鍵がかかり︑防
音性にも優れているため︑
周囲に遠慮することなくウ
14

14

10

12

にリモートワーク拠点とし
て使えるシェアオフィスを
開設︒現在︑期間限定で利
用料を ％割引するキャン
ペーンを行っている︒
開設されたシェアオフィ
70

（２ ）
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ータウンでも広げようと︑
川口眞利子さん︵赤坂台︶
と泉北沿線盛上隊が﹁パト
ランＳＥＭＢＯＫＵ﹂を結
成︒４月からの本格始動を
前に 日︑新檜尾台公園で

広報のためのプロモーショ
ンビデオ撮影を行った︒
赤坂台小・中学出身の川
口さんは︑小学校時代から
運動が大好きで大学卒業後
に健康運動指導士の資格を

取得︒ヨガのインストラク
ター︑またファインプラザ
大阪でブラインドマラソン
の伴走ボランティアも務め
ている︒得意なランニング
でもっと地域の役に立ちた
いと思っていたときに大阪
府警が進める﹁大阪ランニ
ングパトロール︵通称ラン
パト︶﹂を知った︒
川口さんは昨年７月に南
区役所で開催された︑参加
者が自身の好きなことや得

するなか︑ＳＮＳでの情報
発信力と自主防犯活動を積
極的に行った チームに選
ばれ︑﹁敢闘賞﹂に輝いた︒

ャレンジ﹂にも挑戦︒１５
２チーム約９００人が参加

日〜 日︶大阪府警が主
催した﹁第１回ランパトチ

けている︒問い合わせはＱ
Ｒコードから︒
︹横山︺

たいです︒多くの参加者を
募っています﹂と︑呼び掛

らゴミ拾いをするなど︑こ
の活動で異世代の交流をし

20

本︒そして子ども達には持
ち帰り用のおやつが用意さ
れた︒
﹁子どもは地域の宝です﹂
﹁子ども達の図書離れの歯
止めになればといいなと思
っています﹂と代表の土田
輝美さん︒
なお﹁こども食堂﹂が第
２土曜 時〜２時に開催さ
れている︒だれでも利用可
能︒食事代１００円︒問い
合わせ＝コミュニティカフ
ェ﹁風﹂０７２５・ ・５
５０５
︹元村︺

コミュニティカフェ﹁風﹂ る内本由美子さんによる昔
︵光明台︶のまちライブラ ばなし︒午後は︑和泉市﹁に
リー風文庫に﹁子供の風文 じのとしょかん﹂による絵

光明台のカフェ昔ばなしと絵本

子ども文庫で読み聞かせ

川口さんは﹁散歩しなが

10

11

庫﹂が誕生した︒１月 日
に第１回目の読み聞かせが
開催された︒
﹁子供の風文庫﹂は︑子
どもたちが安心して楽しく
集える居場所作りがモット
ー︒誰でも読みたい本を自
由に読むことができる︒一
人３冊まで２週間貸し出し
可能︒毎月第３土曜日 時
半〜３時まで好きな時間に
無料で利用できる︒
当日は︑午前と午後に読
み聞かせが行われた︒午前
は︑大阪市内で活動してい

ローブなど約 種類のハー
ブやスパイスを独自配合す

55

意なことで住民間の交流や
新たなコミュニティづくり
をするイベントに参加︒そ
こで﹁泉北沿線盛上隊﹂の
代表・野口正文さんと知り
合い︑街づくりに対する思
いで意気投合︒﹁パトランＳ
ＥＭＢＯＫＵ﹂が誕生︒
同隊は︑泉北高速鉄道社
員の野口さんが︑魅力あふ
れる泉北をもっと多くの人
に知ってもらいたいと約
年前に結成︒
パトランＳＥＭＢＯＫＵ
は結成後ＳＮＳを通して賛
同者が集まり昨年から活動
がスタートしている︒全国
地域安全運動期間中︵ 月

子やドリンクの開発チーム

11

15
きつ

橘類に泉北レモン︑甘味に
は﹁泉北ハチミツ﹂を使用︒
シナモン︑カルダモン︑ク

る︒﹁爽やかな味で身体に優
しいドリンクにしようと思
います﹂と︑メディカルハ
ーブ講師の資格を持つ橋本

日締め切り︒ lemonnoki.in.
senboku@gmail.com
︹冨尾︺

ラ﹂を作る︒出来上がった さん︒
コーラは３月６日開催予定
泉北レモンを育てている
の﹁泉北レモンフェスタ﹂ メンバーでクラフトコーラ
で販売予定︒
づくりに賛同するレモン提
市販のコーラと違い︑添 供者は︑プレートナンバー
加物を一切使用せず︑爽や を書いてメールを︒２月１
かん
かな味に仕上げるための柑

10

赤坂台の川口さん＋泉北沿線盛上隊

パトロールの参加者募る

大阪府警察が推進する
﹁な
がら見守り 安まち活動﹂
︒
ジョギング・犬の散歩・ウ
ォーキングをしながら安心
安全な街づくりを手伝うボ
ランティア活動を泉北ニュ

10
10

２月１日までにメールを
﹁泉北をレモンの街に︑

﹁れもんの樹︒﹂の廣出純子
さん・田中洋子さん・橋本
京子さんが︑地域の特産品
として話題のクラフトコー
ラを作ることに︒泉北レモ
ンを無農薬で育てているメ
ンバーから安心・安全なレ
モンを提供してもらい︑﹁み
んなのレモンクラフトコー

開 発
チーム

レモンを泉北の特産品に﹂
を目的に活動している﹁一
般社団法人 泉北レモンの
街ストーリー﹂が︑泉北レ
モンを使ってクラフトコー
ラを手作りし販売しようと
企画︒それに先立ち︑使用
するレモンの提供者を募集︒
泉北レモンを使ったお菓

10

12

コーラに使う レモン譲って
左から廣出さん、田中さん、
橋本さん

泉北ランで街を見守り

新型コロナ 月の新規感
染者は︑ 月に引き続き少
なく︑和泉市３人︑大阪狭
山市２人︑富田林市５人︑
河内長野市１人︒堺市は
月とほぼ同じで 人︒堺市
での死者もゼロだった︒︵累
計２５０人︒他市は未発表
しかし︑１月に入り全国

のため不明︶
的にオミクロン株の流行に

１月
山市

日現在︑堺市２４
人︑

人︑大阪狭
人と︑第５波

人︑富田林市

３人︑和泉市
河内長野市
に迫る勢いで感染者が急増

６か月に︑

歳以上の人へ

は︑２回目接種完了から７
か月に前倒し接種する︒
接種会場や予約方法は市
ごとに異なるため︑最新情
報は︑ホームページ︑ＬＩ

回目接種から８か月経過し

ン接種を開始した︒原則２
１２０・５６７・５８２▽

コールセンター▽和泉市０

新型コロナワクチン接種

ＮＥなどで確認を︒

た人へ順次接種券を送付︒
堺市０５７０・０４８・５

各市では３回目のワクチ

中︒

また︑医療従事者と高齢者
６７︵ナビダイヤル︶
︹松林︺

施設の入居者への３回目接
種は︑２回目接種完了から

知らん間に宝くじ購入
クレジットカードの不正利
用により︑知らない間に宝

請求がきて初めて気付くケ
ースも多いという︒

和泉署管内では 月中に︑ また金額が大きくないため

どは絶対クリックしない︒
アクセスする場合は︑公式
ホームページの検索を﹂と
和泉署生活安全課︒︹松林︺

意が必要︒
﹁メール添付のＵＲＬな

スも多い︒巧妙な画面で注

クレカ不正使用にご用心
くじが購入されていたとい
その他最近はＮＴＴファ
う被害の相談が数件あった︒ イナンスなど実在の社名で
宝くじがインターネットで 偽メールが送られ︑個人情
も購入できるようになり︑ 報の入力を求められるケー

㏄ バイクが盗まれた︒

日昼︑大庭寺で︑

日夕方︑のぞみ野

代男性が歩行中

２丁目で

月

☆☆☆☆
車と接触しケガ
★★★

女子高校生が自転車で走行
中に軽四自動車と接触し右
足太ももにケガをした︒

月

☆☆☆☆☆☆☆☆
自転車の女子高生
車と接触しケガ
★★★★★★★

車４台が玉突き６人ケガ

月 日夕方︑いぶき野
５丁目で︑車４台による玉
突き事故が発生︒普通自動
車を運転していた 代女性
が後方から来た軽四自動車
に追突され首にケガ︒助手
席の 代女性と後部座席の
代男性も︑首にケガをし
た︒

に軽四自動車と接触し右肩
にケガをした︒
代男性が首と手足にケガ

☆☆☆☆
歩行器で転びケガ
★★★★

月 日朝︑三原台１丁
代女性が歩行器で転び

︵次ページに続く︶

顔面にケガをした︒

で

また︑前方より２台目の
軽四自動車を運転していた
を負った他︑３台目の普通
自動車を運転していた 代

女性が両腕にケガ︑助手席

の 代男性が額と両腕にケ
ガをした︒

和泉署管内で

30

より感染者が急拡大してい
る︒

☆☆☆☆☆☆☆
バイク２台から
ヘルメットを
★★★★★★

月 日夜︑あゆみ野４
丁目の店舗の駐輪場で 代
男性と 代女性のバイクの
シート上に置いていたヘル
メットが盗まれた︒

15

20

電動自転車の盗難相次ぐ

☆☆☆
自転車盗む
★★
日頃︑茶山台２丁

50

12

堺市︑コロナ死ゼロ続く

㻾㻞ᖺ㻟᭶䡚㻾㻟ᖺ㻝㻞᭶䚷᪂ᆺ䝁䝻䝘ឤᰁ⪅ᩘ䠄ே䠅

ていた 代男性の車のボデ
ィに傷が付けられた︒
☆☆☆
バイク盗む
★★
昨年 月頃︑竹城台１丁
月 日頃︑宮山台４丁
の一般駐輪場に施錠して止
めていた 代女性の電動ア の団地内の駐輪場に施錠し
シスト自転車︵ 万円相当︶ て止めていた︑ 代女性の
が盗まれた︒
１月８日頃︑竹城台４丁
の団地内の駐輪場に施錠し
て止めていた 代女性の電
動アシスト自転車︵７万円
相当︶が盗まれた︒

月

の団地内の駐輪場に施錠し
て止めていた 代男性の自
転車が盗まれた︒

日頃︑緑ケ丘１丁
代男性が現金３万

☆☆☆☆
男性から３万円を
★★★★
月
目で︑

円を盗まれた︒

20

30

11

1500

40

10

22

60

11
2500

今月に入り一転急増

3000

12

☆☆☆☆
車のボディに傷
★★★
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月 日頃︑あゆみ野４
丁目の店舗の駐車場に止め
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どにケガをした︒

☆☆☆☆
男児が後頭部ケガ
★★★★

月 日昼︑はつが野２
丁目で︑男児が階段１段目
から転落し後頭部にケガを
した︒

日夕方︑室堂町で︑

☆☆☆☆☆
階段で転び
手足がマヒ
★★★★★
月

代男性が階段１段目から

日昼︑光明台３丁
代男性が転び右足

☆☆☆
右足にケガ
★★

年以来

減少した 件中７件が南
消防署管内で︑同署では︑
昨年９月〜 月の３か月間

転落し︑額と首にケガ︒そ 下回るのは昭和
の後手足にマヒを起こした︒ 年ぶり︒

月
目で︑

にケガをした︒

☆☆☆
後頭部打つ
★★

月 日未明︑和田で︑
代女性が転び後頭部を打

った︒

火災 件︑
前年比７件減る

気配線とコンロがそれぞれ
３件︑次いで放火︵疑い含
む︶が１件だった︒
堺市全体での昨年の火災
件数は１７３件で︑前年よ
り 件減った︒１８０件を

コンロなど主原因

昨年の南消防署

昨年１月〜 月︑南消防
署管内の火災件数は 件︵前
年比７件減︶︑死者１名︵前
年比１名増︶
︑
負傷者３名
︵前
年比 名減︶︒
火災原因のトップは︑電

12

65

が変形していないかなど︑
今一度確認を﹂と同署︒
和泉市消防署管内での昨
年の火災件数は 件︵前年
比 件増︶で︑原因のトッ
プは︑電気９件︑放火５件︑
コンロ３件︒救急車の出場
件数は８５７４件︵前年比
件増︶だった︒︹松林︺

ていないか︑束ねたり家具
の下敷きになっていないか︑
コードが傷ついたりプラグ

件増︶だった︒
﹁プラグとコンセントの
ほこり
間に埃や湿気がたまってい
ないか︑たこ足配線になっ

火災の発生はゼロだった︒
また救急車の出場件数は
７５９０件︵前年比１４３

11

☆☆☆☆
急性硬膜下血腫に
★★★★
月 日夜︑檜尾で︑
代男性が施設内で転んで頭
を打ち急性硬膜下血腫を起
こした︒

80

月 日朝︑伏屋町３丁
目で 代男性が歩行中に転
び右足太ももにケガをした︒
月 日昼︑光明台１丁
目で︑ 代女性が歩行中に
転び左手首と左足太ももな

☆☆☆
歩行中転ぶ
★★

から落ち尻などにケガをし
た︒

月 日昼︑若松台３丁
代女性が自宅内で椅子

尻などケガ
★★★★★

☆☆☆☆☆☆☆
椅子から落ちる

は か国しかないことを解
説︒しかし︑日本の人口減
ナーのこと︒
少と共に２０４３年までに
初となるウェビナーでは︑ ９割の自治体が平均約 ％

桃大総研がＷｅ ｂ講座開く
桃山学院大学総合研究所
共同研究プロジェクトによ
る初めての公開ウェビナー
﹁水・社会インフラ整備更
新の課題と展望を問う！﹂
が 月４日︑開かれた︒オ
アドバイザーなどを務める
福田健一郎さんを講師に迎
え実施された︒

に喫茶が休止する事態に︒
住民から再開を望む声が強
く︑またボランティア有志
も﹁住民が集まる場所が必
要﹂と考え︑場所を変えて

70 23

24

12

33

42

︵法学部教授︶さんは﹁地
域の人たちの関心のあるテ
ーマで公開ウェビナーをシ
リーズ化し︑研究の見える
化につなげたい﹂と︑初回
を振り返った︒ ︹横山︺

月９日︑庭代台２丁の
府営住宅集会所でふれあい
喫茶﹁あいあい﹂が開かれ︑
近隣の住民でにぎわった︒
コロナ禍で外出を自粛して

存続しようと場所探しに奔
走︒同年９月に現在の集会

14

で

ンラインで多くの一般の人
と学生が生活にかかせない
水についての講義を受講︒
福田さんは︑日本の水道
整備は明治時代にコレラが
流行したことからスタート
したことや︑国連加盟国１
９３か国の中で蛇口から直
接水を飲むことができる国
れ︑森脇さんの楽しい話に
笑いが起こる場面も︒最後
にクリスマスソングを全員
で歌い︑クリスマス気分を
満喫した︒
︹冨尾︺

いた人が多く︑久しぶりに
知り合いやスタッフに会い︑

所で再開し︑地域の新たな

12

14

12

﹁水循環基本法フォローア の水道値上げを必要とされ
ップ委員会﹂委員で︑総務 る予測も︒その中で香川県
省の﹁地方公共団体の経営・ や広島県呉市で行われてい
財務マネジメント強化事業﹂ る水道事業の広域化の先進
事例も紹介した︒
同研究所所長の小島和貴

多くの質問も寄せられた︒
ウェビナーは︑
ウェブ
︵ W
︶とセミナー︵ Seminar
︶
eb
を組み合わせた造語でＷｅ
ｂカメラなどを利用してイ
ンターネット上で行うセミ

槇塚台の会館で
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

台２丁︶のピアノ演奏が披
露︒﹁メヌエット﹂﹁歌の翼に﹂
﹁ハンガリー舞曲第５番﹂
など︑森脇さんの演奏に参
加者は魅了された︒また１
曲ずつエピソードが紹介さ

近況報告しあう姿が見られ

憩いの場に︒マスクをしな
がらもおしゃべりを楽しみ︑

住民の憩いの場
〝ふれあい喫茶〟

た︒
同喫茶は︑庭代台校区福

笑い声があがる場面も︒﹁み
んなに会うのを待ち望んで
いた﹂と参加者︒
毎月第２木曜１時〜３時︑

16

29

12

12

70

16

21

23

26

16

80 16

12

12

12

80 12

12

80

70

40

２丁府営住宅集会所で︒
︹冨尾︺

12

Ｘマスのつどい
月 日︑槇塚台地域会
館で﹁にこにこサロン﹂の
クリスマスコンサートが開
かれ︑近隣の高齢者が集ま
った︒
﹁ドイツへの誘い﹂と題
した森脇登美子さん︵槇塚
15

12

12

12

16

祉委員会主催で月１回開催
し︑毎回会館が満員になる
地域の憩いの場だった︒
しかし︑同福祉委員会と
運営ボランティアスタッフ
との意見の相違で 年４月
19
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A

E

B
C

F

G
H
I

ト〉 ごさん
ラス
〈イ 野・りん
き
いぶ

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。
２月１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２月10日号。

あり）
▷五月人形五段飾り
（提灯が１
個欠落）
をいずれも無料で、
取りに来
られる方に譲ります。
（光明台・奥林090-6550-0749、連絡は
午後３時以降に）
和泉中央地区

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。

500円で、取りに来られる方に譲りま
す。
（中百舌鳥町・西田080-3962-0186）
◆コミドリコンゴウインコを終生可愛
がってくださる方もらってください。
（深井東町・坪井mako0107@i.softba
nk.jp）
◆ヘルストロン（ほとんど未使用・美

エラーあり＝フロッピー破損の恐
れ、フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク・本 付 き、
EL900ではない、
1994年製時の最高
機種、遊び・入門用に）を無料で取り
に来られる方にお譲りします。重い
ので男性の方取りに来てください。
（ 藤 沢 台・沢 田apr.28sakura@gmail.

（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

2022年（令和４年）１月27日

応募はこちらから

トイレしつけ済み）を室内で大事に
飼ってくださる方もらってくださ
い。お届けします。
（藤沢台・一華090-3166-7190）

譲ってください
泉ヶ丘地区

com）
◆ヘルストロン（EF-H5000）を３万円
で譲ります。近所ならお届け可。

◆小型犬（生後１年未満、メス）を譲っ
てください。取りに伺います。

（寺池台・竹田090-5646-9349）
◆家庭用延長コード（５本）を無料で
取りに来られる方に譲ります。

（宮山台・小林070-6921-2422）
◆「今夜ロマンス劇場で」のDVDを無
料か格安で譲ってください。着払い

（高辺台・田嶋haijidemode@yahoo.co.
り）
を１本500円で▷伊達巻き
（新品） ◆ヤマハのエレクトーン（EL90、縦・横
jp、連絡は午前10時〜午後５時に）
を300円で▷腰ひも
（新品、
２本あり）
100cm前 後、重 さ 100 ㎏ 近 く あ り、 ◆保護猫（生後10か月、メス、エイズ・白
を１本200円で▷日傘（ほぼ新品）を
MDR フロッピーディスク投入時に
血病陰性、ワクチン２回・避妊・健診・

を希望。
（ 高 倉 台・吉 田072-290-0671、連 絡 は
午後２時〜６時に、土日祝は不可）

◆額縁
（大中小10点以上あり）
を無料で
取りに来られる方に譲ります。
（はつが野・伊藤0725-34-5500）
泉北周辺地区

◆帯揚げ（絹、新品、３枚あり）を１枚
500円で▷帯締め（絹、新品、２本あ

品、
かなり古い）を無料で取りに来ら
れる方に譲ります。
（楢葉・金澤worldpeace1028@gmail.
com）
金剛地区

（ ７）

2022年（令和４年）１月27日
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午後６時以降に）
◆大阪ガスのファンヒーター（GFH3500s、ホース５ｍあり、２年未使用） ◆マッサージ枕（動作確認済み、頭に当
たる部分は洗濯済み、取説有り、2010
を3000円で取りに来られる方に譲り
泉ヶ丘地区
年通販生活で購入）を1000円で取り
ます。近所ならお届け可。
に来られる方に譲ります。
◆ひな人形
（優しい顔、装飾品に破損・ （竹城台・森090-6981-5116、連絡は午
（原山台・山野jjaruaru@gmail.com）
髪に多少の乱れあり）と市松人形を
後５時以降に）

譲ります

無料で取りに来られる方に譲りま
す。
お届けも可。
（三原台・鈴木mamsae1975@gmail.

◆レッグマジックX（フィットネスマ
シン、ショップジャパンで数年前購
入、汚れ多少あり）を2000円で取りに

com）
◆粘土
（自宅庭に山盛りあり、ピザ窯 ・
陶芸・レンガ造りに最適）▷残土をい
ずれも無料で取りに来られる方に譲

来られる方に譲ります。
（ 晴 美 台・田 原072-292-2377、連 絡 は
午前９時〜午後５時に）

ります。近所ならお届けを検討しま
す。
粘土は教育・福祉関係用途なら配
達も可。
容器は持参で。
（茶山台・西山kazu2480@gmail.com）
◆東芝の全自動洗濯機（５㎏）を3000円
で取りに来られる方に譲ります。価
格は応相談。
（高倉台・東地080-8536-1741）

栂

地

区

◆五月人形
（美品、状態良好、組立時＝
幅100×奥行80×高さ100cm、収納時
３箱＝① 幅38×奥 行47×高さ38cm
②幅66×奥行18×高さ17cm③幅103
×奥行61×高さ14cm）を3000円で取
りに来られる方に譲ります。
（ 桃 山 台・坂 井072-296-9455、留 守 録

にメッセージならかけ直します）
◆サークライン（蛍光灯）を無料で▷家
庭用シュレッダー（新品）を700円で、 ◆ベビーバス（専用ネット付き）を無料
で取りに来られる方に譲ります。
取りに来られる方に譲ります。
（ 原 山 台・上 田072-298-7983、連 絡 は
（高倉台・西岡080-6148-0739）

光明池地区

◆ 東 大 谷 高 校 の 制 服（ 男 子、身 長172
cm、体重54㎏程度、カバン付き）▷浪
速高校の制服
（女子、身長166cm、体
重50〜52㎏程度、カバン付き）をいず
れも無料で取りに来られる方に譲り
ます。
（光明台・渋谷kakohoha7231@icloud.
com、連絡は午前８時〜午後９時に）
◆ひな人形七段飾り（ぼんぼりに破損

ダンダン︑ダンダンとボ
ールが床に弾む小気味いい
音が︑体育館に響く︒幼稚

ッ

ツ

人が練習に励む﹁原山
ネ

３１５０

yabee-27@ym
︹冨尾︺

薮内さん０９０・８５７３・

学生・中学生メンバー募集︒

り︒月会費１５００円︒小

で︒土日に活動行う場合あ

時〜８時半＝原山ひかり小

時＝赤坂台中︑毎週金曜６

毎週月曜・水曜７時〜９

達する子ども達︒

表情になり︑めきめきと上

く説明する︒すると真剣な

攻守の切り替えなどを細か

場面も︒姿勢︑体の向き︑

して﹂と︑厳しく指導する

けがない﹂﹁常に本番を意識

いことは︑試合でできるわ

なっている﹂﹁練習でできな

す薮内さん︒﹁練習の練習に

バーにすかさずゲキを飛ば

練習中︑少し気を抜くメン

なってボールを追いかける︒

チも経験者のママも一緒に

人数が少ないので︑コー

のは︑
土踏まずを作るため︒

フボールを足の裏で転がす

ーズを履く前に︑まずゴル

力を注ぐ︒子ども達がシュ

く︑基本的な体力作りにも

りたい﹂と︑礼儀にも厳し

ーツを通して人間形成を図

験を持つ薮内さんは﹁スポ

一筋︑実業団で活躍した経

る︒子どもの頃からバスケ

一人ひとりに丁寧に指導す

格を持つ薮内将博さんが︑

ボール協会︶公認コーチ資

ＪＢＡ︵日本バスケット

︒
台ＮＥＴＳ﹂

ー
10

obile.ne.jp

★紹介ご希望のサークルは、編集部まで電話下さい。

園から小学生までのメンバ

小・中学生のメンバーを募る
原山台NETS

（８ ）
2022年（令和４年）１月27日
泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY

ミニバスケット

（ ９）

2022年（令和４年）１月27日

泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY

泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY

2022年（令和４年）１月27日

（10 ）

ここは、コーナン泉北２号小代店
１月13日号の解答編
★2010年12月22日、泉北２号線沿い、和田西交差点の東側にホームセ
ンターのコーナンとジョーシン（２階）がオープンしました。建物
３階と屋上に駐車場、さらに建物を囲むように駐車場と駐輪場があ
る広々としたお店です。石津川を挟んで向かい側では2020年スーパ
ーの万代がオープンしています。
●１月18日までに16通の応募がありました。
（正解者９名）
。正解者の
中から抽選で下記の３名にギフトカード（千円分）を差し上げます。
（敬称略）
大亀由香里（泉田中） 南竜昇（桃山台） 原田智子（茶山台）

ます。まだまだたくさんつぼみがあ
るので全部咲き終わるまで楽しんで
います。幸福の木に花が咲くと縁起
が良いそうなので今年は良い年であ
ります様にと願います。
（ えみこさ
ん）

ん餅もなかなかおいしいです。
（原山

さっそく作らせていただきました！

なくなってきたのでその前に保険み

台・M.Tさん）
★新年から習字を習い始めました！奇
麗に書けるとうれしい気持ちになり
ます！これからも頑張りたいです！

本当に簡単で、小さい子と作るのに
もってこいのレシピですね。
（ 御池
台・Y.Mさん）
★多治速比売神社のお焚き上げに行

たいな感じで飲んでいます。
（ 晴美
台・E.Yさん）
★毎朝、学童の通学路で、誘導や見守
りのために立たれている方の姿を車

（光明台・S.Nさん）
★寒い毎日が続きます。コロナ予防に

き、しょうが湯を頂きました。お焚
き上げの炎と相まって体が温まりま

の中からお見かけし、頭が下がる思
いです。年配の方が多いので、どう

マスクをつけると、眼鏡が曇ります。
した。
（宮山台・T.Tさん）
か、風邪などひかれませんよう祈る
道路の段差が見にくく、何回も転び ★寒さが厳しくなってきた。泉北ニュ
ことしか出来ませんが、ありがとう
そうになりました。早く暖かくなっ
ータウンは坂が多い。道の凍結に気
ございます。
（宮山台・Y.Oさん）
てほしいですね。
（茶山台・K.Kさん）
をつけんとあきませんね。
（槇塚台・ ★引っ越しする予定です。３年前に光
H.Tさん）
★松城橋からの夕日です。ランニング
★７か月に入った孫はハイハイが出来
るようになり、お兄ちゃんの電車の
おもちゃを壊しに！お兄ちゃんがマ

の途中で奇麗に撮れたので送りま
す。
（paoさん）

日々のあれこれ
★お正月の残りの黒豆で寒天を作りま
した。きなこをかけてけっこうおい

〈竹城台・Ｍ．
Ｋさん〉

しいデザートになり気に入っていま ★自転車で買い物に出かけた時のこと
す。
（西山台・Y.Sさん）
です。スーパーで食品を買った後、
★結婚を機に和泉市に引っ越してきま
袋に入れて自転車の荷台と前かごに
した。
先日結婚指輪を購入しました。
入れました。その後、別の店で買い

明台のURに来たばかりなんですが、
クーラーなどを外したりWi-Fiの移
設など、しなくてはならないこと満
載です。70超えてまた、引っ越すな
んて、ハァーの毎日です。コミュニ
ティは配達される地域なので、応募

マ助けて〜と毎日が大変！（桃山台・
は続けます。
（光明台・Y.Sさん）
N.Yさん）
★最近カラスの大群がやたら目につき
★寒いのが大嫌いです。やる気もおこ
ます。時には数十羽の群が騒がしく
らないし、気分も落ち込むし、体調
も悪くなるし、良いことがありませ
ん。
「寒いのは着込めばいいけど、夏
はガマンできない」と言う方もいま

出来上がるのがとても楽しみです。
和泉市で素敵な生活が送れるよう頑

物をして出てくると、袋が奇麗に破
られ、中の物が取られていました。

すが、私は真夏の40度の日も「冬の
寒さを思えば、夏の方がいい」と毎

張ります！（いぶき野・M.Mさん）

年思います。
（東くみの木・M.Yさん）

★故郷は香川県なので、お正月のお雑

すると親切な女性が来て、「まだそ
こにいますよ」と犯人を教えてくれ
ました。一羽のカラスが上から見て
いました。帰宅後、家族で大笑いし

★体には自信のある私ですが、年齢に

煮のお餅はあんこ餅です。知らない
人からは考えられないとか言われま

ました。皆さん、カラスには注意し
てください。
（御池台・T.Hさん）

はなかなか勝てません。そこで最近
健康維持のために、青汁やサプリメ

すが、一度食べてみて下さい。澄ま
し汁にダイコン、金時ニンジン、豆
腐、サトイモなどを入れます。塩あ

★本誌に載っていた「簡単混ぜるだけ
ティラミス風」
。ちょうど冷蔵庫に
材料もそろっていたこともあって、

ントを試して飲んでいます。何もし
なくても元気でいられると思ってい
た自分も、年齢とともに少し自信が

鳴きたてて恐怖すら感じます。ゴミ
荒らしなどの状況も踏まえカラス対
策はとれないものでしょうか。
（赤坂
台・M.Oさん)

〈赤坂台・Ｊ．Ｉ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！

コバック持った？」が日課になりま
した。
（三原台・T.Nさん）

す。やっぱり童謡のように、猫はこ
た つ(布 団)で 丸 く な っ て い ま す！

街かどニュースより

（はつが野・Y.Nさん）
★毎日寒くて動くのがおっくうになり
ます。出勤前の朝のランニングもサ
12月16日号の答えは「オミクロンカブ」
ボリ記録更新中。早く暖かくなって
でした。
（解答は１月13日号）
ほしいです。
（鴨谷台・Y.Eさん）
★オミクロン株の感染者が国内でも出

オミクロン株

エコバッグ
12月９日号の答えは「エコバッグ」で
した。
（解答は１月６日号）
★エコバッグは今や必需品ですね。い
つも持っていたエコバッグを落とし
たかと思い、必死で探し回り、ダメ
もとで駅の落とし物窓口に問い合わ
せたところ、
運よく見つかりました。
結構使い古した、安物のエコバッグ
ですが、使い勝手が良かったので、
見 つ か っ て よ か っ た。
（ は つ が 野・
T.Kさん）
★確かにエコバックを忘れたら損した
ような気分になりますね。それでも
袋を買わずに必死で抱えて持って帰

てきました。これから年末年始人と
会う機会も増え、暖房で閉め切るこ

電子マネー

とも多いので気を緩めることなく対
策が必要ですね。
（ いぶき野・H.Oさ
ん）
★やっとコロナが落ち着いてきたと思

１月13日号の答えは「電子マネー」で
した。
（解答は15ページ）
★電子マネーは便利ですが、現金が減

ったらオミクロン株が出てきて、じ
わじわと身近に迫ってきたのかなぁ

いますね！（いぶき野・M.Sさん）
★システム障害や個人情報流出が怖く
て全面的な電子マネーの導入に踏み
切れません。
（新檜尾台・M.Hさん）

と心配です。相変わらずマスク、ア
ルコール消毒は徹底しないと。
（宮山
台・N.Tさん）

小寒
１月６日号の答えは「ショウカン」で

した。
（解答は１月20日号）
っている人もたまに見かけますね。 ★最近寒くなり、いつもは布団の上に
寝ていた飼い猫が、布団の中に入っ
（城山台・M.Nさん）
てくれるようになり朝から幸せで
★買い物に行こうとすると、
夫から
「エ

★11月下旬夕方、宮山台の我が家の庭
にアライグマ出現。
（Hirochanさん）

らないので、ついつい使いすぎちゃ

★私の電子マネーはスマホではなく、
カードにチャージして使っていま
す。買い物の時、レジの前で複数の ★30年前に知人から頂いた幸福の木に
カードから使うカードを探すさま
初めて花が咲きました。夜に咲きだ
は、まるでトランプのよう。
（池尻中・
し、ものすごく良い香りがします。
T.Tさん）

一度咲いた花は朝には枯れてしまい

わたしの街の あんな店こんな店

音楽と食のミニフェス

ウェブも好評
写真いっぱい
と︑旧村地域から発信の音
楽イベントだ︒地域や人と
のつながりが希薄になりつ

Peace event Green

る人も多い︒
２月は︑
２日﹁堺夜未市﹂︑
日﹁

梅華爛漫音楽祭〝 MAFes
のバレンタイン〟
﹂
を開
A-NA
催予定︒詳細はインスタグ

つある今︑ MA-A-NA
を通 ラムを︒日中の営業９時〜
時︒木休︒
じて誰もが一緒になって楽
しめる空間を作っていけた 駐車場多数あ
ら︑と店主の寺脇篤司さん︒ り︒︹髙見︺
﹁実家や田舎に帰ったよう
な空気感﹂を求めて来訪す

海苔まで厳選の恵方巻

ン地区との融合が出来たら

つなぐ﹂がコンセプト︒南
区の旧村地区とニュータウ

泉田中のお堂カフェ
おばりながら笑顔あふれる
１日となった︒
では︑毎月第１
MA-A-NA
や み
水曜日の﹁堺夜未市﹂︵ 時
時︶を筆頭に︑キッチ

〜

予約は当日
２千円以上で配達も
までＯＫ

り切れたため予約が確実︒
２千円以上で配達可︵エリ
アは問い合わせ︶︒注文は電
話または︑備考欄に恵方巻
と明記してインターネット
︵出前館︑楽天︶で︒各種
決済ＯＫ︒置
き配達対応︒
９時〜 時半︒

恵方巻は予約が
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

堂々オープン

乳酸菌効果で

サラサラの髪

カ

ヘッドスパも人気

黄色のドアが印象的な
﹁ Ka
ロ ラ ヘアー ラ ボ
﹂
０
rola hair lab
o ７２５・ ・
６０９６は泉北１号線唐国

東２号交差点すぐ近く︑ア
ミューレット和泉中央１階
に昨年 月オープンしたプ

ライベートサロン︒
プライベートサロンなら
ではの空間︑フルフラット
になるシャンプーベッドで
身も心もリラックス出来る︒
髪そのものの健康あっての
美容という考えから︑使用
するパーマ・カラー剤︑シ
ャンプーに髪や頭皮を深層
から健康にする乳酸菌生産

約を受け付け中︒
事前予約特典として︑七
福神に見立てた︑うなぎ︑
エビ︑たまご︑高野豆腐な
ど７種類の具材を巻いた﹁七
福神上巻﹂が先着２００人
限定で当日８００円を７５
０円に︒うなぎやエビにサ
ーモン︑鯛︑ブリなど 種

くみの木に買い取り店

％アップ

店﹁エコリング大阪狭山店﹂

南交差点に︑買い取り専門

３１０号沿い︑くみの木

出張買い取り︑ラインでの

と︒他にも宅配買い取りや

﹁ぜひ一度︑
お見せ下さい﹂

わぬ高値になることもあり︑

２月末まで読者は

０１２０・７７１・８５０

価格に納得すれば即︑現金

富な鑑定士がその場で査定︒

合わせを︒

︵上限あり︶
︒詳しくは問い

り金額がさらに ％アップ

ィを見たと言えば︑買い取

２月末まで︑コミュニテ

無料査定などもあり︒

買い取りする︒壊れた時計

店頭買い取りは︑経験豊

がオープン︒

や古いバッグなど︑﹁売れる

水休︒

時〜

のかしら？﹂という物が思

物質を入れて施術している︒
ダメージが補修され︑ツヤ
ツヤサラサラの仕上がりに
なると好評だ︒
乳酸菌生産物質の効果が
体感できるのがヘッドスパ︒

時半︒

︹岩谷︺

ヘッドからデコルテまで流
すので︑髪はサラサラ︑肌
はたるみスッキリでフェイ
スラインに違いが出る︒火
〜土曜 〜 時︑日曜９〜
時︒月曜不定休︒︹杉本︺

関前の泉ヶ丘ひろば階段
付近にて﹁七福神上巻﹂
・
﹁海鮮長寿巻﹂・﹁招福巻
き﹂を当日価格で販売︒
予約は電話または店頭に
て２月２日まで︒代金前
払い︒３日に店頭で受け
渡し︒ 時半〜 時と
〜 時︒水休︒

完全禁煙となった︒引き続

に見ごたえのある作品が並
ぶ︒観覧自由︒０７２・２
７１・１３５５

花展﹂を開催︒境内の屋外

類の具材を巻いた﹁海鮮長
寿巻﹂は目にも美しい太巻
きで︑先着 名に限り当日
３千円を２７００円に︒玉
子︑シイタケ︑高野豆腐な
どを巻いた﹁招福巻き﹂が
当日５５０円を５００円に︒
また︑２月３日の節分当
日は泉北髙島屋１階正面玄

き︑マスク着用など︑感染
予防対策を取りながら鑑賞
を︒入園無料︒８時〜５時

17

確実でおトク

﹁湖泉の恵方巻き﹂の予

泉ヶ丘ひろば専門店街
こ せん
１階︑﹁創作割烹 湖泉別
館﹂０７２・２８４・５
１１５では２月３日節分

10

18

15

ンカーや物販︑音楽ライブ
など︑音楽と食を融合した
ミニフェス感覚のイベント
を定期的に開催している︵入
場無料︶
︒
年間を通して行わ
れる﹁ Peace event Green
F e﹂
s は︑﹁音楽が町と街を

黒糖仕上げのシイタケやか
んぴょうなど吟味した素材
や具材を用いた上品な味わ
いの恵方巻になっている︒
エビ︑うなぎ︑厚焼き玉
子︑おぼろなど８種類の具
材の﹁大福上巻﹂７８０円
は一番人気︒太さが１・５
倍で具材が 種類の﹁末広
太巻﹂千円もおすすめ︒
錦糸玉子︑厚焼玉子︑か
んぴょう︑高野豆腐︑三つ
葉を巻いた﹁幸福巻﹂４３
０円は︑定番で昔ながらの
シンプルな味わい︒
当日の店頭販売は売り切
れ次第終了︒昨年は早く売

11

19

毎月第１水曜

〝堺市で一番見つけにく
マ
い〟
泉田中のお堂カフェ
﹁ MA
ア
ナ
-A-N﹂
A０７２・３５５・
７３５２が︑
１月９日に
﹁４
周年記念イベント 餅つき
＆フリーライブ﹂
を行った︒
当日は多くの人が集い︑つ
きたてのやわらかい餅をほ
﹁みいけ きた寿し﹂０
７２・２９９・５１９９︵御
池台近隣センター内︶では︑
２月３日節分﹁恵方巻﹂の
予約受け付け中︒
創業以来変わらぬ味の
﹁恵
方巻﹂︒中の具材は全て手作
りで︑時間をかけて丁寧に
仕込みを行う︒毎年︑最良
の り
の出来の海苔を品質と産地
で厳選︑今年は桑名産の海
苔を使用︒信州直送の厳選
米︑同店特製の合わせ酢︑

日本水仙も

和泉リサイクル公園
梅の株もとに植えられて

ハーベストの丘
発信中︒園内では菜の花や
イチゴを使った季節限定メ

いる日本水仙が年末から咲
き始め︑早春を告げる甘い
香りが楽しめる︒また︑２
種類植えられている菜の花
も２月には開花が始まり︑
３月初めごろまで楽しめそ
う︒開花状況についてはブ

10

11

次回は２日

菜の花が見ごろ
ハーベストの丘で 万本
の菜の花が一足早く春の彩

ニューも楽しめる︒
１︑２月は水曜休園︵２
月 日は開園︶︒同園では新
型コロナウイルス感染拡大
防止のため︑入園ゲートで
の体温確認を実施中︒来園
者は屋内や屋外の密集して

10

25

25

11

りを演出している︒黄色い
じゅうたんのように約３千
平方メートルの畑に広がる
菜の花は︑昨年 月の暖か
さですくすく育ち︑このと
ころの寒さにも負けず見ご
ろを迎えている︒２月上旬

18

23

︵入園は４時まで︶︑月曜定
日は源氏物語
休︵祭日の場合は営業︶︒問
＊
受講料千
い合わせ０７２５・ ・６
泉北教養講座
円要▽２
９６９
月 日＝ビッグアイで２時
３・４日ふれあい花展
〜４時︒源氏物語講座︒テ
＊
２
月３〜４日 ーマ﹁薫の恋の結末﹂︒講師
蜂田神社
せん
時から︑泉 は大槻福子氏︒柴田さん０
ざんみしょう
山未生流による﹁ふれあい ７２・２９２・４４４８

55

Y

11

92

12

19

いる場所でのマスク着用を︒ ログなどを参考に︒
０７２・２９６・９９１１
同園では１月から園内が

23

50

20

13

17

ごろまで楽しめそう︒開花
状況は公式ツイッターでも

12

50

10

12
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航空写真に見る

泉北ニュータウン今と昔
1975（昭和50）年

Ｎ

こちら側から
撮影

⬇

−⑥−

赤坂台３丁周辺

光明池地区で最初に入居が始まったのが赤坂台。1975（昭和50）年の街びらき
にあわせて、赤坂台中学校、赤坂台小学校、赤坂台幼稚園が開校（園）した。同
時期にオープンした近隣センターは、2012（平成24）年に大阪府タウン管理財団
から商店会に移管された。

撮影範囲

赤坂台近隣センター（1975年）

①赤坂台近隣センター
④赤坂台小学校

②赤坂台３丁府営

⑤赤坂台中学校

③赤坂台幼稚園

⑥新檜尾台４丁

2018年撮影
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2008（平成20）
年11月６日号の記事を再掲載しています。

︿敬称略﹀▽髙﨑良徳︵大

日錦織公園
＊
２月 日
泉北野鳥の会
は錦織公

23

なんやかんやのイベント情報満載

近大がオンライン講座
分からは質疑応答もあり︒ し込みを︒近大病院がんセ
申し込みは２月４日まで︒ ンター０７２・

放射線がん治療を詳しく

５日
２月５日︑近大病院がん
センターが市民公開講座を
オンライン開催︑申し込み
Ｑ Ｒコードまたはメール ga ３６６・０２
に名前 ２１︵内線３
n.c@med.kindai.ac.jp
と電話番号を記載の上︑申 ８９２︶

ヨシダナギの
トークショー
日和泉シティプラザ
２月 日２時から︑和泉
シティプラザ弥生の風ホー
ルでヨシダナギトークショ
ー﹁自分らしく生きる﹂が
開かれる︒ヨシダナギさん
は１９８６年生まれのフォ
トグラファー︒独学で写真
を学び︑アフリカやアマゾ
ンをはじめとする少数民族
や︑世界中のドラァグクイ
ーンを撮影︑発表︒現地で
体験した様々なエピソード
を交え︑自分らしく生きる
こと︑夢・希望などを語る︒
一律千円︒全席指定︒和泉
シティプラザ生涯学習セン
ターと総合案内窓口︑ロー
ソンチケットでチケット販
売中︒問い合わせ０７２５・
・６６６１

︿敬称略﹀▽新家千明︵原
山台︶▽山崎京子︵鴨谷台︶
▽亀山秀男︵伏屋町︶
１月 日号のクロスワー
ド 正解は﹁デンシマネー﹂
でした︒次の３名にギフト
券︵千円︶をお贈りします

でした︒次の３名にギフト
券︵千円︶をお贈りします

１月 日号のまちがいさ
がし 正解は﹁ＣＥＧＩ﹂

57

５・ 日に
考古学講座

９７・４１８３

筒・雨具・観察用具持参︒
参加費２００円︵会員１０
０円︶︒仲さん０９０・５８

園で探鳥会︒９時半に南海
高野線金剛駅改札前付近に
集合︒雨天中止︒弁当・水

23

﹁歴史考古学の集い﹂▽
２０２１年考古学ニュース
＝２月５日︑講師は下村節
子氏︵枚方市文化財研究調
査会︶▽﹁弥生時代の墓と
古墳②大和の弥生時代の墓
から古墳へ﹂＝２月 日︑
講師は野島稔氏︵四条畷市
立歴史民俗資料館館長︶︒い
ずれも９時半〜 時半︑堺
市総合福祉会館で︒事前申
し込み不要︒受講料は初回
無料︵３月から１回５００
円︶
︒令和４年度会員募集中︒
︵年会費千円︶柳さん０７
２・２９６・５１６５︑０
９０・６６０８・２２７９

来月２週目に発送します︒

野台︶▽平野早苗︵鴨谷台︶
▽北ふみか︵久野喜台︶

19

を受け付け中︒講演は４部
構成︒▽Ⅰ︵３時５分〜︶
切らずに治す放射線治療／
放射線治療総論・前立腺が
ん・子宮がん編▽Ⅱ︵３時
半〜︶切らずに治す放射線
治療／肺がん・食道がん・
頭頸部がん編▽Ⅲ︵３時
分〜︶心身にやさしいがん
治療の意味／定位放射線治
療とは▽Ⅳ︵４時 分〜︶
革新的がん放射線治療／ホ
ウ素中性子捕捉療法︒４時

ただし飲み物代１００円︵温

提供する︒参加費は無料︑

参加無料のカフェ

３日に
竹城台４丁の︑﹁ほほえみ
ネットワーク竹城﹂で︑２

要︒コミュニティナースが

かいコーヒー＆福豆︶が必

！たけたけカフェ﹂︵開催場

２４７・８０１３︵土谷さ

み︑問い合わせは０７２・

約時に別途案内︶
︒申し込

催する︵要予約・場所は予

知症よくわかる講座﹂を開

また︑一家族限定で﹁認

アロマテラピー体験も︒

いてもらえる︒希望者には

や悩みごとも気軽に話を聞

いのかわからない困りごと

ので︑どこに相談したらい

応対︑相談に応じてくれる

﹁ほほえみネットワーク竹
城﹂は︑認知症対応型デイ
サービスなど様々な介護保
険事業をはじめ︑地域の人
の生活をあらゆる視点から
サポートする地域密着型企
業︒
﹁開運！たけたけカフェ﹂
は︑当日のふらっと参加歓
迎で︑地域の高齢者︑育児
や介護をしている人を対象

ん︶まで︒

11

13

13

19

45

介護・育児の話を気軽に

55

所は同施設内︶
を開催する︒

月３日２時〜３時半﹁開運

竹城台４丁

20

にほっと一息つける場所を

13

13
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