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『楽しかったお芋掘り遠足』＝茶山台幼稚園（年中）・かじやま ひなた さん

★次回は４月７日（木）発行。３月31日
（木）は休刊です。

▼一生自分の足

で歩くために高齢

者のロコモトレー

ニングの普及に努

める整形外科医の

宮田重樹さんは﹁健

康と元気﹂は︑似

て非なるものという︒年を取

ればどこかしら体に悪いとこ

ろが出てくるもの︒あまりこ

だわり過ぎず元気に動ける足

と元気な心を保つことが大切

なのではと︒

その言葉にはたと気付かさ

れた︑自分が元気でないこと

に︒コロナ禍のこの２年︑健

康なのに元気がない︒

今年こそコロナの収束を願

うが︑今年こそ自粛生活に負

︵大西︶

けず心身ともに元気で頑張ろ

う︒

▼季節の果物を買う際︑直

売所を利用することが多い︒

冬場は様々な生産者のミカン

を試食しながら選ぶことがで

きた︒コロナ禍で試食は中止︑

どれにしようか悩んでいると

横の女性が﹁この人のミカン

おいしかったよ﹂と声をかけ

てきた︒一瞬驚いて︑関係者？

と思ったが︑試しに買うと本

当においしかった︒

今は加工した写真や自作自

演の口コミもあるが︑おいし

いものを伝えたいという純粋

な口コミは頼りになる︒私が

一番伝えたかった人は昨秋亡

くなったミカンが大好きな母︒

食べさせてあげたかった⁝そ

︵浅利︶

う思いながら遺影にお供えし

た︒

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。

市に計画の変更を申し入れ︑ る街づくりを目指してきた
双方が合意する形となった︒ が︑力が及ばなかった︒し
かし︑施設を開設したいと
いう団体もあるので︑市と
平方メートルを市に返還︒
残り約６５００平方メート
ルで短大経営を継続する︒

堺市の粗大ゴミ収集 ０
１２０・ ・８４００に申
し込みを︒月曜〜金曜の午

いきたい﹂と︒︹山本裕︺

計画変更によって︑学園
は約２万２３００平方メー
トルのうち︑１万５８００

今後︑市は当初の計画を
踏まえながら︑土地利用の
方法を検討していく︒

６４８５・５０４８へ︒

協力しながら当初の構想に
沿った街づくりに参加して

同短大の眞鍋穰学長は
﹁高
齢者や児童のケアをしなが
ら︑学生や住民が交流でき

てもらう︒既に︑参加者向
けの説明会は２月下旬から
始まっている︒
現在︑公表されているサ
ービスは 種類で︑オンラ
インによる運動指導や健康
増進プログラムのほか︑買
い物代行や栄養管理︑見守

前９時〜午後５時︒祝日も
受け付け︒携帯からは ・

00

短大の経営は継続
の整備が進まず︑予定して
いた収入が確保できなくな
ったことから︑学園側が堺

コロナ禍の影響など
閉校した高倉台西小学校
が︑定期借地権契約がネッ
クとなったという︒こうし
たことなどから︑福祉施設

泉北高速の通学定期に補助金

堺市が３月末で廃止

堺市は︑市財政が極めて
厳しい状況にあるとして︑
﹁財政危機脱却プラン﹂の
策定を進めており︑同補助
金を廃止の対象としていた︒
補助金は市が定める要綱に
よって運用されており︑条
例などとは違って市議会の
議決は必要ない︒︹山本裕︺

買い物代行や終活など
メニュー決まる
タブレット使った
府の実証実験

ウンや狭山ニュータウンに
住む 歳以上の希望者にタ
ブレット端末を半年間無償
泉北ニュータウンや狭山
ニュータウンなどの住民を
対象に２月から始まった﹁大

で貸与し︑参加企業が提供
するサービスなどを利用し
末を通じて４月から提供さ
れるサービスがほぼ出そろ

阪スマートシニアライフ実
証事業﹂で︑タブレット端
０円を補助する︒
補助金の申請は定期券の

いく︒
スマートシニアライフ実
証事業では︑泉北ニュータ

有効期限が終了した後に行

の補助申請期限は 年１月

７１３９

４月７日２時から︑まち
かどステーション︵槇塚台
自治会館２階︶で﹁真田昌
幸と幸村﹂
︒
会費９００円
︵飲
み物付き︶
︒
０７２・２８９・

＊
著名人列伝・歴史講座

槇塚台で７日

な事業化を目指していく︒
︹山本裕︺

サービスの多くは４月か
らのスタートで︑今後も利
用できるサービスを増やし
ていく予定︒府は︑対象地
域を拡大しながら︑数値目
標を設定して効果を検証し︑
民間企業と連携し︑本格的

テムを提供している︒

が中心︒終活対策やカラオ
ケを使った音楽健康教室も
ある︒
また︑大阪ガスや日本マ
イクロソフト︑ヘッドウォ
ータースはプラットフォー
ムやポータルアプリなどサ
ービス全体の基盤整備を担
当︒ソフトバンクはヘルプ
デスクを担当する︒
りそな銀行は有償サービ
スを利用する際の決済シス

りなどの生活支援サービス

06

みどり学園
20

財政難で

高倉台西小跡の

末となる︒
毎年千件以上の申請
補助制度は 年度から始
まり︑毎年千件以上の申請
があった︒最も補助額が多
かったのは 年度の１４４
９件１９３８万円で︑ 年
度は１３９４件１８５１万
円だった︒
16

19

った︒主に高齢者向けの健
康増進や生活支援のサービ
スで今後も順次︑増やして
うことになっており︑申請
期限は翌年度の１月末︒こ
のため︑ 年４月から 年

22

保育園︑障害者施設︑高齢
者向け住宅などを整備する
ことになっていた︒
堺市によると︑短大は昨
年４月に開校したものの︑
保育園は待機児童の減少に
よって開設が困難になり︑
予定していたグループホー
ムも国のコロナ禍対策の影
響で補助金が認められず︑
断念せざるを得なくなった︒
また︑サービス付き高齢者
住宅の建設も計画していた
泉北高速鉄道と南海電車
を乗り継いで通学する堺市
内の学生に対して定期代の
一部を補助する﹁泉北高速
鉄道等通学費補助金﹂につ
いて︑堺市は 年３月末で
事業を廃止することを決め
た︒ 年４月から 年３月
までに購入した定期の補助
については︑来年１月まで
申請を受け付ける︒
この制度は他の路線より
割高な泉北高速を利用して

定期を使っている堺市民に
対し︑１日当たり大人料金
で 円︑年間で１万７５２

通学している学生の負担軽
減を図るのが目的で︑泉北
高速と南海を乗り継ぐ通学

22

23
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22

３月までに購入した定期券

21

50

21

48

跡地で学校法人みどり学園
が進めていた﹁シェアタウ
ン泉ヶ丘ネクスト﹂事業に
ついて︑堺市は３月２日︑
事業規模を縮小して福祉施
設の建設を中止し︑短大の
運営に専念することで合意
したと発表した︒同事業で
は︑同学園が跡地を定期借
地権契約で土地を借り︑介
護福祉士や保育士を養成す
る﹁大阪健康福祉短大﹂や

変更前と変更後のみどり学園への土地貸付け範囲図

（２ ）
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形の施設の誕生だ︒
ヒー豆から挽くこだわりの
コーヒーや︑タピオカミル

ンプのリピーターも︒

試作した﹁クラフトコーラ﹂
を初めて販売した︒材料の
レモンは︑泉北レモンのメ

今回︑泉北の特産品にと

お越し下さい﹂と︒︹横山︺

さんは﹁キャンプビギナー
の方には︑設営方法から教
えることができます︒ぜひ

クティー︑パフェ︑メンチ
カツバーガー︑揚げコッペ
など多彩︒店長の山本良平

ひ

カフェのメニューもコー

アウトドアブランドの﹁Ｄ
ＯＤ﹂とコラボした施設︒
同ブランドのキャンプ用品
を貸し出すことで手に取っ
て見ることができ︑公園内
でキャンプも可能だ︒泉北
タカシマヤが徒歩圏内とあ

ロボットで世代交流

児童と高齢者つなぐ
桃山台小

小型ロボットを使った高
齢者の生活支援や生きがい
作りを目指す実証実験﹁ア
バタープロジェクト﹂に取
り組んでいる堺市は８日︑

市立桃山台小学校で︑児童
と地域の高齢者がロボット
を通して交流する授業を行
った︒
同校では毎年︑３年生の
授業で︑地域の高齢者を学
校に招き︑地域の歴史を学
ぶ授業を行っている︒しか
し︑今年は新型コロナ感染
症対策で高齢者を学校に招
くことができないため︑実
証事業の一環として小型ロ
ボットを使った授業を行う
ことになった︒
使用されるロボットは︑

70

一生懸命メモを取ったり︑
自分たちの学校生活の様子

を紹介したりしていた︒
昨年から始まった実証事
業では︑今回の交流授業の

ほか︑本の読み聞かせや子
ども向けの施設案内などを
行ってきたが︑４月以降は

より職業に近い活用方法で
の実証実験も行っていくと
いう︒
︹山本裕︺
定期券発売時に

クレジット
カードも

代の高齢者８人が参加︒高 トカードは︑
クレ
minapita
齢者は栂・美木多駅近くの カ・ VISA
・ mastercard
・
会場からパソコンを使って
・アメックス・ダイナー
JCB
ロボットを遠隔操作し︑児 スクラブ︒支払回数は︑１
童からの質問に答えた︒
回のみ︒クレジットカード
児童らはロボットに向か 払いでの定期券の継続販売
って﹁昔は︑どんな先生が や払い戻しなどは︑同社︵中
いましたか﹂︑﹁どんな給食 百舌鳥駅を除く︶発行のも
がでましたか﹂などと尋ね︑ のに限る︒
︹大西︺

24 50

20

シャープ製のモバイル型ロ
ロ
ボ
ホ
ン
ボット﹁Ｒｏ Ｂｏ Ｈｏｎ Ｎ﹂
で︑大阪大学が実証事業用
にカスタマイズした︒

午後１時 分から行われ
た授業には 人の児童と

いずみがおか広場で６日︑ が広場に並び︑ステージで ンバーから自宅で育てたレ
泉北高速鉄道 ４日から
﹁泉北レモンフェスタ﹂が はレモンの歴史や育て方セ モンを提供してもらった︒ 定期券発売時にクレジット
開催され︑にぎわった︒一 ミナーが行われた︒レモン 新商品開発チームの一人︑ カードでの取り扱いを開始
般社団法人﹁泉北レモンの を使用したお菓子などは︑ 橋本京子さん︵庭代台︶は した︒
街ストーリー﹂主催︒
大人気ですぐに完売︒また ﹁うちの子をよろしくと我
各駅の定期券売り場及び
今年７回目となるフェス 泉北レモンの農作業チーム が子を送り出すように︑大 ピンク色の発売機にて︒対
タで︑泉北レモンを使った メンバーを募集したところ︑ 切に育てたレモンを手渡し 象となる乗車券は︑通勤乗
お菓子やパンを販売する店 約 人が集まった︒
てもらいました﹂と︒︹冨尾︺ 車券︑通学定期乗車券︒︵南
海バスのみの定期乗車券は
除く︶
取り扱い可能なクレジッ

特産品
﹁クラフトコーラ﹂
登場

レモンフェスタにぎわう

大蓮公園
︵泉ケ丘駅すぐ︶ 複合施設﹁ Design Ohasu Da 都市型公園でのキャンプや︑ り︑手ぶらで来てキャンプ
ズ
内の旧すえむら資料館に公
﹂s０７２・２０２・８８ カフェ︑バーベキュー︑図 ができ︑これまでも市外か
y
園キャンプ・カフェなどの ４１がオープンしている︒ 書館などが楽しめる新しい らのソロ・ファミリーキャ

デ ザ イ ン

カフェとキャンプ楽しむ

アウトドアブランドとコラボ

大蓮公園に新施設

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
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他市は未発表のため不明︒

３月 日現在累計４１０人︒

スは︑１月の急拡大を更に
堺市では１日の感染者が

２月︑新型コロナウイル
上回り︑堺市では１月の約
日に１千人を超えて

７人︒年代別では︑ 歳以
下が ％で︑その他の年代

11

はいずれも ％台でほぼ全

チン接種を開始しており︑

また各市で３回目のワク

害が後を絶たない︒とくに

丁目で︑商業施設のトイレ
内に置き忘れた 代男性の

財布など︵被害額３万円︶
が盗まれた︒

☆☆☆
車のホディに傷
★★★★

２月 日朝︑伏屋町５丁

和泉市内

息子をかたり﹁投資で 万円失った﹂
と

以来３桁台になったものの︑
対象者には順次接種券を送

高齢者から現金を詐取

５倍︒また第５波最大であ
連日５００人前後で下げ止
付している︒

０・０４８・５６７︵ナビ

３月７日昼︑和泉市内の
高齢者宅に︑息子をかたる

まっている︒
和泉市でも連日２００人

９９人︑宿泊療養者は１８
ダイヤル︶

話でその言葉が出たら絶対 目で︑公共施設の駐車場に
に詐欺︒またオレオレ詐欺 止めていた 代男性の車の
では︑たとえ息子の知人と ボディに傷が付けられた︒
言われても︑知らない人物
☆☆☆
にお金を絶対に渡さないで﹂
バイク盗まれる
★★★★
と生活安全課︒ ︹松林︺

車にひかれ男性が死亡

があり︑その後息子の知人
を名乗る男が高齢者宅を訪
れ現金をだまし取られた︒
和泉署管内では︑今年に
入り特殊詐欺のアポ電や被

いう言葉がキーワード︒電

った８月の約７倍強の感染
堺市２万６７５２人︑和
ター▽和泉市０１２０・５

ワクチン接種コールセン

３月 日現在︑堺市では
６７・５８２▽堺市０５７

前後で下げ止まり︒

市１７４１人︑富田林市３
重症者 人︑入院患者は３

泉市６０６０人︑大阪狭山
４０８人︑河内長野市２８
２４人︒堺市で１１４名が
６人︑自宅療養者は４８１

︹松林︺

代〜 代︶
︒

死亡︒︵ 代︑

堺市の感染者 万人に
2.6

男から﹁投資で３００万円
が無くなった︒その分を用
意して欲しい﹂などと電話

者数となった︒

世代で広がっている︒

10

還付金詐欺が多く︑同署で
は警戒を強化中︒﹁詐欺の電
話は固定電話にかかってく
るため︑知らない番号には
出ないようにしてほしい︒
また還付金詐欺ではＡＴＭ

２月

20

10

18

13 10

第５波最大月の７倍強

和泉の国道︑
路上で作業中

男性がカード会社に問い
合わせるとカードはまだ未
使用で被害を未然に防ぐこ
とができた︒
☆☆☆☆☆☆☆
財布をトイレに
置き忘れ
★★★★

２月 日夜︑はつが野１
丁目で 代女性が誤って薬

☆☆
目に薬品入る
★★★★

まり救急要請︒

ト柵の間に女児の右足が挟

丁目で︑鉄製のベビーゲー

10

90

50

２月 日頃︑城山台２丁
の団地内の駐輪場にキーを
抜いて止めていた 代男性
の原付バイク︵３万円相当︶
２月 日夕方︑和泉市の 号に電話をかけると︑片言 が盗まれた︒
国道１７０号線で︑普通貨 の日本語を話す男が︑対策
物自動車が︑同一車線上で 費としてコンビニでグーグ
作業中の男性と駐車車両に ルプレイカード５万円分を
衝突し︑男性は搬送先の病 購入するよう要求︒男性は
院で死亡した︒﹁ドライバー 電話をつないだまま購入し
☆☆☆☆☆☆
は緊張感を持って運転に集 に行き︑カード裏面の番号
せん定作業中
中し危険を予測して安全運 をパソコンに入力したが︑
脚立から落ちる
★★★★★★★
転に努める︒ドライバーは ﹁登録できていない﹂と︑
歩行者に気付いていないか 男は再度カードの購入を要
２月 日午前︑美木多上
もしれないと考え十分注意 求︒また番号を入力したが︑ で 代女性が木のせん定作
してほしい︒﹃だろう運転﹄ 同じように登録できないと 業中に脚立から転落しケガ︒
ではなく﹃かもしれない運 言われ︑ブツブツ話す男を
☆☆☆☆☆
転﹄を心がけて﹂と和泉署 不審に思った男性が﹁詐欺
女児が柵に足を挟む
★★★★
交通課︒
︹松林︺ やろ﹂というと電話は切れ
た︒
２月 日昼︑はつが野６

20

２・４倍︑和泉市では約２・

300

２月 日昼︑あゆみ野４

70

60

２月の
コロナ

16

27

27

25

品が目に入り痛みを訴えた︒

10 18

☆☆☆☆☆☆☆☆
ウイルス対策費に
マネーカード要求
★★★★★★★★

２月 日︑南区内の高齢
男性がパソコンを使用して
いると突然﹁ウイルスに感
染した﹂と画面に表示され
た︒
男性がそこに書かれた番

15

18

23

40

（４ ）
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１日︑泉北郵便局︵若松

動報告と共に感謝の言葉を
述べた︒また﹁ 年先には
泉北がレモンいっぱいの街

便局長から苅谷さんに︑フ
レーム切手が贈呈された︒
苅谷さんは︑今までの活

から南区長に︑また泉北郵

摯にコツコツと活動してい
きたい﹂と抱負を語った︒
今回の切手は︑みずみず
しいレモンの実や花の写真
のほか︑メンバーの出口友
哉さんがデザインしたレモ
ンの絵も楽しめる︒１シー
ト︵ 円×切手 枚︶︑
１３
３０円︵税込み︶︒堺市・高
石市・泉大津市・忠岡町の
全郵便局で︑３００シート
限定販売︵簡易郵便局は除
く︶︒
︹冨尾︺

泉北ＮＴ内の公的賃貸住宅

泉ケ丘駅前コノミヤ側のＵＲ竹城台１丁団地

竹城台１丁のＵＲ都市機構
の高層住宅の建て替え工事
が進行中だ︒
︹横山︺

建て替え︑撤去工事進む
大阪府や堺市︑ＵＲ︑府
住宅供給公社などでつくる
﹁泉北ニュータウン再生府
市等連携協議会﹂が︑泉北
ニュータウン内にある公的
賃貸住宅の建て替えや活用
方針を定めた﹁泉北ニュー
タウン公的賃貸住宅再生計
画﹂を策定︒それを受け︑
府営住宅の撤去工事やＵＲ
都市機構の建て替え工事が
進行している︒
現在︑府営住宅の撤去工
事を実施または終了してい
るのは︑府営若松台第２住

日から開始

宅第１次中層耐火住宅と府
営原山台３丁高層耐火住宅︒
府営若松台の第１工区の工
事は昨年 月

事がスタート︒今年７月ま
で続く︒
泉ケ丘駅コノミヤ側では︑

親子で消防車など見学
６日︑南消防署は︑アク
ロスモール泉北中央イベン

を実施した︒新型コロナ感
染対策のため︑当初の予定

アクロスモールでイベント
ト広場で火災予防広報活動

送ってくださいました︒
また︑３月３日の午後６
時前に私が泉ヶ丘郵便局の
ＡＴＭにカバンを忘れてし
まいました︒交番に届けら
れてないか聞きに行ったと
ころ︑女性の方が届けてく
ださっていました︒
親子共々︑親切な方にお
世話になりました︒この場
をお借りして︑お礼を申し
上げます︒︵高倉台・梅崎︶

と火災予防の冊子や啓発グ
ッズが配布された︒︹松林︺

品の配布が行われた︒
中央広場の大きな消防車
には朝から訪れた多くの親
子連れが集まり︑間近で見
学しながら一緒に写真を撮
っていた︒また消防署員か
ら﹁火の用心お願いします︒
﹂

より時間を短縮︑内容を一
部変更し︑消防車両の展示︑
消防士顔出しパネル︑啓発

ワンストロークペイン
ティングを教えて下さる方
費用５千円くらいで︑ワ
ンストロークペインティン
グを自宅に来て教えて下さ
る方︑ご連絡下さい︒女性
希望︒０７２・２９０・０
６７１︒電話連絡は土日祝
不可︒︵高倉台・吉田︶
本を貸してください
惣領冬実著﹁チェーザレ﹂
巻をお持ちの方︑貸し
全

った女性の方が車で家まで

の中母が買い物に行き︑帰
りに足を滑らせて転んだと
ころを︑たまたま通りかか

親子でお世話になり
２０２０年４月１日︑雨

２９８・０４０８︶

す︒︵桃山台・吉村０７２・

シュ﹂などを持っています
ので︑よければお貸ししま

てください︒﹁バナナフィッ

13

泉北レモン切手 発売

台３丁︶で﹁泉北レモンの
街ストーリー﹂のオリジナ
ルフレーム切手販売を記念

になるよう︑これからも真

10

郵便局で記念贈呈式

した贈呈式が行われた︒泉
北レモンは︑﹁泉北をレモン
の街に﹂﹁レモンを泉北の特

84

代表の
苅谷さん

産品に﹂を目的に 年から
活動を続けている︒
式には︑
一般社団法人
﹁泉
北レモンの街ストーリー﹂
代表理事の苅谷由佳さんや
会員のほか︑堺市南区長︑
堺市の郵便局長などが参加
した︒泉北泉ヶ丘郵便局長
15

50

28

され３月 日で終了︒府営
原山台は︑昨年９月から工

11 10
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A
B
C

E
F

G
H
I

ト〉 マトさん
ラス
〈イ ・ミニト
丘
桐ケ

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。
３月29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４月14日号。

◆フタ付き収納BOX２点（幅37×奥
行36×高さ49cm）を無料で取りに来
られる方に譲ります。衣類収納やゴ
ミ箱、
食品ストック、
工具箱などに。
（ 王 子 町・山 内 080-1401-1030、
jigen.
dedede@icloud.com）
金剛地区

◆ハムスターケージ
（給水器・回し車・
エサ入れ・トイレ・ハウス付き、トイ
レとハウスは使用感あり、１年ほど
使用、
わりと奇麗です）
を無料で取り
に来られる方に譲ります。

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。

小物類をいずれも無料で、取りに来
られる方に譲ります。
（小金台・渡邊 nabe3-.-235@ezweb.ne.
jp）
狭山地区

◆デロンギのユニカルドオイルヒータ
ー（2021年10月30日に購入、１か月
程度使用、
定価3万9800円、箱なし、取

◆アイリスオーヤマの業務用シュレッ
ダー（最大A４サイズ12枚まで切断

説あり）を１万7000円で取りに来ら
れる方に譲ります。
（くみの木・岡村 090-1966-6858）

可＝CD・DVD・カードも可）を2000
円で譲ります。
（金剛・上田 072-366-2695、または 09

◆植木鉢（盆栽用の浅いタイプ、
複数あ
り）無料で取りに来られる方に譲り
ます。

0-2115-9876）
◆大阪狭山市立南中学校の男子制服
（藤沢台・桃井 mop33ptn@icloud.com） （170cmくらい、ズボン＝夏冬あり）
◆ 犬 用 ケ ー ジ（ 縦 63 × 横 91 × 高 さ
▷男子学生服上下
（170cmくらい、ズ
60cm、組み立て）▷サークル（縦90×
ボン＝夏冬あり）をいずれも無料で
横90×高さ60cm、組み立て）▷犬用

（大野台・堀内 090-5138-8094、連絡は
午後７時〜９時に）

取りに来られる方に譲ります。

（池尻中・岡本 072-366-0897、留守電
に入れて頂ければ折り返します）

譲ってください
栂

地

区

（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）３月24日

応募はこちらから

◆子ども向けの曲が入ったCD（童謡
や教育テレビなど）を無料で譲って
ください。取りに伺います。
（御池台・織田 090-4625-8183）
光明池地区

◆業務用製氷機を無料か格安で譲って
ください。取りに伺います。
（赤坂台・三本 080-5310-9687）
泉北周辺地区

◆大阪ガスのガスコンロホース▷レー
ザーディスクプレーヤー▷DVDプ
レーヤー▷B'zのグッズ▷森昌子の
グッズをいずれも無料で譲ってくだ
さい。取りに伺います。
（浜寺石津町中・藤原 090-8198-7908）

（ ７）
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譲ります
泉ヶ丘地区

◆保護猫２匹（兄弟、生後６か月くら
い、エイズ・白血陰性、ワクチン・去勢
手術済）をもらってください。できれ
ば兄弟でもらってくださる方に。
（竹城台・熊谷 090-8795-8538、連絡は
ショートメールで）

▷編針（とじ針・カギ針など＝新品か
ら使い込んだものまで）をいずれも
無料で、
取りに来られる方に譲ります。
（桃山台・坂本 072-299-1210）
光明池地区

◆オンキョー製のポータブルターンテ
ーブル
（OCP-01、ビンテージホワイ

地

区

◆園芸用の鉢を１つ200円で取りに来
られる方に譲ります。
（御池台・星田 090-7495-0265）
◆登山靴（サイズ24.5cm、２回使用）▷
純毛毛糸
（極太白、メンズガーディガ
ン一着分）▷色物毛糸（並太、一着分）

ライン長袖・長ズボンジャージ・半袖
シャツ・短パンXO各１点、長袖シャ
ツ･半袖ニットシャツLL＜３年使用
＞、部活なし、ご希望ならブレザー･
ネクタイ･セーターも）を１万5000円
で取りに来られる方に譲ります。

（赤坂台・北田 boy8m8yod@ezweb.ne.
ト、新品）を8400円で▷革細工用工具
類及び端切れ
（東急ハンズで１万円
jp）
位で購入、ヒシ目打ち・ハトメ打ち・ ◆ブランドネクタイ多数
（20〜30本あ
縫い針・ハトメ・ワックス・革細工用
り）をまとめて8000円で取りに来ら
プレート・革端切れなど）を5000円で
れる方に譲ります。ノークレーム・ノ
▷ハセガワ製のアルミ脚立
（天板ま
ーリターンで。
で87cm、はしごの全長185cm、重量
（赤坂台・辻 080-2517-6776）
4.4kg）を2000円で▷サンヨー商会製
の ト レ ン チ コ ー ト（165-88-74、自 宅

栂

で購入、新品＞、青ライン半袖白シャ
ツ・短パン＜未着用・洗濯済み＞、青

保 管 品、日 本 製 ）を 無 料 で ▷HDMI
ケーブル（２ｍ、
自宅保管品）を500円
で取りに来られる方に譲ります。
（城山台・竹村 080-2504-2564、ftnet03

泉北周辺地区

◆インクジェットプリンター用紙（写

23@gmail.com ）
◆府立堺東高校男子制シャツ・体操服

真仕上げ光沢プレミアム厚手、税別
1580円で購入、箱を開封しています
が新品同様）を1000円で取りに来ら
れる方に譲ります。サイズを間違え
て購入したものです。

（長袖シャツLL＜3500円で購入、新
品＞、半袖ニットシャツLL＜3900円

（逆瀬川・岡本 sokamoto81@yahoo.co.
jp）

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）３月24日

（８ ）

（ ９）

2022年（令和４年）３月24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

泉北の緑道を歩こう
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大蓮池の春
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西原公園のケヤキ並木

鴨谷池
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航空写真に見る
撮影範囲

泉北ニュータウン今と昔
1972（昭和47）年

−⑫−

Ｎ

泉ヶ丘地区

1972（昭和47）年の泉ヶ丘地区周辺。この年の４月にニュータウン
の人口は３万人を突破。前年の1971（昭和46）年４月に泉北高速は泉
ケ丘駅まで開通し、泉ヶ丘センタービルがオープン、噴水広場も同時
に完成した。養子池はビッグバン開設に伴い1996（平成９）年に埋め
たてられ、今は残っていない。

③から②へ続く陸橋（1972年）
1973年まで屋根がなかった。

①UR竹城台１丁団地

②泉ケ丘駅

③泉ヶ丘センタービル

④噴水広場（現・築山） ⑤養子池（現・ビッグバン） ⑥濁池

2018年撮影

わたしの街の あんな店こんな店

ラジコンロボット操縦体験

４月２日・３日は︑﹁原池
公園︵中区八田寺町︶グラ
ンドオープンイベント﹂内
で︑﹁ロボマスター操縦体験﹂
コーナーを設ける︒ロボマ
スターとはプログラミング

ゲーム︑プログラミングな
どのイベントを開催してい
る︒

参加も受け付ける︒操縦体
験はＬＩＮＥお友達追加で
無料に︒既に登録済みの人
は１チケット︵最大２人ま
で︶を無料獲得できる︒当
日は︑キッチンカーやキャ
ンピングカー︑縁日もやっ

楽しめるカメラ付き戦車型
ラジコン︒事前予約︑当日

ればと︑
定期的にドローン︑ 機能が備わり︑バトルまで

キッチンカーや縁日も

４月２・３日

原山公園内︑遊歩道沿い
の﹁公園のカフェみわ﹂を
運営する Sansei Corporation
は︑今後ＩＴ化が進んでい
く中︑気軽にＩＴを体験し
て興味をもつきっかけにな

陶芸教室の
生徒を募集
お試し１回２７５０円

ウェブも好評
写真いっぱい

てくるので︑
お祭り気分を
楽しめる︒
︹髙見︺

ひざ関節症に悩んだら

０７２５・ ・７７４２で
は︑変形性ひざ関節症で悩

︵次ページに続く︶

患者自身の細胞や血液から

歳以上の５人に１人が罹患
していると言われ︑ひざ関
節の痛みと炎症が起こる︒
これまで︑軽度なら運動・
薬物療法による保存療法︑
重度なら手術で人工関節に
置き換えるなどしか方法が
なかった︒ところが近年︑

りかん

変形性ひざ関節症は︑

む人のための安全で新しい
再生医療︵ＰＲＰ療法・Ａ
ＰＳ療法︶治療を実施して
いる︒

58

西山台１丁目のナチュラ
ル雑貨の店﹁布土木﹂０７
２・３２０・２８５６が︑
隣接の陶芸教室を拡充︒ス
ペースが広くなったので追
加で生徒を募集する︒

昨年のドローン体験会の様子

成代まで全て込み︒中学生
に指導可︒練習用の粘土は 味わってみて︒
無料で使用できるので︑納
１回で作品を完成させる︑ 以下の参加は要保護者同伴︒
得できるまで何度でも作り 体験コースも好評受け付け 親子体験コース︵手びねり︶
直せるのが魅力︒ただひた 中︒手びねり体験コース５ ９３５０円もあり︒プラス
こ
すら無心に土を捏ね︑ロク ５００円︑ロクロ体験コー １６５０円で絵付け体験も︒
ロを回すのもストレス発散・ ス７７００円︒共に粘土１ 完全予約制︒詳しくは問い
キロ以内で作品が作れ︑焼 合わせを︒
癒やし効果になるそう︒
︹岩谷︺
月４回コース９９００円︑
２回コース５５００円︒焼
き代︵粘土代・釉薬代含む︶
新しい再生医療で症状を軽減
別途︒まずはお試し１回２
﹁あさぐも整形外科クリ ニック︵ピボ和泉中央２階︶
７５０円で教室の雰囲気を
﹂
記入の上︑〒５９０ ０１
０５堺市南区竹城台３丁

ント３月分﹂として home@
まで︒
community2525.com
３月 日必着︒※当選の発
表は賞品の発
送をもって代
えさせて頂き
ます︒︹元村︺

22

手びねり・電動ロクロ共

サーカスのチケット進呈

さくらサーカス https://saku
︑電話は０５０・
racircus.com
８８８０・６５４５
さくらサーカス公演チケ
ットを読者にプレゼント︒
今回はペア５組に︒ハガキ
に住所・氏名・電話番号を

30

40

−

﹁さくらサーカス﹂が池 番２号 コミュニティ﹁さ
上曽根史跡公園︵和泉市︶ くらサーカスチケットプレ
で６月 日まで和泉公演を ゼント３月分﹂係まで︒メ
開催中︒チケット予約︑前 ールの場合は件名を﹁さく
売り券の情報は公式ＨＰで︒ らサーカスチケットプレゼ
12
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る︒﹁ご自身の血液を利用
する新しい安全な治療の

一つです︒お気軽に相談
ください﹂と︑院長の朝
雲浩人さん︒保険診療対

象外︒診察時間９時〜
時・ 時〜 時︵夕診は
月〜木︶︒日・祝休診︒

︹杉本︺

配布されるチラシ・クーポ
ンで割引になるキャンペー
ンを開催中︵〜５月９日︶︒

︹横山︺

19

の成分を使うバイオセラピ かけ︑ＡＰＳ成分を作成︒
ーが行われるようになった︒ その成分を患部に注射︒約
１時間で終了するもの︒
これまで同クリニックで

２・２９６・３３５２に桜
の季節限定︵〜４月末頃︶
﹁桜ショートケーキ﹂が新
登場︒ピンクのスフレに真
っ赤なイチゴと型抜きの桜
の花びらがトッピングされ
たキュートなケーキは﹃洋
風桜餅﹄がコンセプト︒な
あん
めらかなスフレ生地と桜餡
クリームから上品な桜の香
りが漂い︑春の訪れを五感
で味わうことができる︒９
時半〜 時︒火休︒︹杉本︺

イメージは桜餅です
４月末頃まで

イレブン

−

改札前にセブン

の各種証明書︵住民票の写
し︑印鑑証明書︶を取得で
き︑生活がより便利に︒
７日から９日までオープ
ン記念セールを開催︒おに
ぎり 円引き︑麺類 円引
き︑サラダや総菜が 円引
き︑あげ物が ％引きに︵一

道などの公共料金の収納代
行サービス・市区町村発行

栂・美木多セールやプレゼントも
堂々オープン

部対象外あり︶︒

４月７日６時半︑栂・美
イレブン泉北高速栂・美
木多駅店﹂がオープン︒
駅直結で利便性が高く︑
駅周辺で用事がある時や通
勤通学時にと手軽に利用で
きる︒また︑セブン銀行Ａ

30 50

木多駅改札正面に﹁セブン

16

同クリニックでは︑再生
医療︵ＡＰＳ療法︶を提供

約 人が治療を受け﹁痛み
が軽減でき歩きやすくなっ
た﹂と︑効果を喜ぶ声が多
い︒１回の治療で約２年間
の改善効果が報告されてい
ただし︑火曜はランチのみ
でディナー営業無し︒土・
日・祝は 時〜夜 時の通
し営業︒︵ＬＯ 分前︶
︒
３周年を記念し︑店頭で

22

できる認可を２０１９年に
厚生労働省から取得︒クリ
ニック内で治療を実施でき
る︒治療は︑患者本人から
取った血液を遠心分離機に

本場の多彩な

11

桜にちなむ限定ケーキ

30

20

イド式電子マネー﹁ nanaco
カード﹂を７〜 日までに
店頭で新規登録すると︑３

きポイントも貯まるプリペ

かざすだけで買い物がで

19

カレー料理を

15

５月９日まで割引特典
赤坂台南交差点前の﹁菓
コムボックス光明池１階
プ ジ ャ
の本格インド料理﹁ P UJA 子工房ラ・ロッシュ﹂０７
和泉店﹂はオリジナルブレ
ンドのスパイスを使用した
多彩なカレーが自慢︒一皿
ずつ好みの辛さ︵甘口〜超
激辛︶に調理してくれる︒
土窯で油を使わず炭火で焼
き上げるナンとバーベキュ
ーメニューも要チェック︒
テイクアウト可能︒
平日はランチ 時〜 時︑
ディナー 時〜夜 時半︒
11

12

００ポイント︵電子マネー
３００円分︶がプレゼント
され︑発行手数料３００円
が実質無料に︒また︑ nana
カ
coードで２千円以上お買
い上げ又はレジで２千円チ
ャージをするとオリジナル
エコバッグをプレゼント︵先
着５００人︶
︒
６時半〜 時︒
︹髙見︺
年中無休︒

23

22

30

30

13

17

ＴＭ︑宅配便︑電気ガス水

−

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）３月24日

（ 13）

なんやかんやのイベント情報満載
泉ケ丘駅前で学ぶ﹁ＮＰ
Ｏ法人いづみ健老大学﹂が
５月からの新入生を募集中
２講座目からの授業料は半
額︒夫婦で本科を受講する

学金５千円︑授業料年間５
万５２００円︵前・後期各
２万７６００円分納︶︒本科

＊
﹁すずか
生涯学習講座
け塾﹂を

２・２９９・１４５４︵フ
ァクス共︑水〜土曜の 時
〜３時︶
︹浅利︺

受け付け︑定員先着順︒問
い合わせと資料請求は０７
人数予約制︒
町並散歩は４月３日︑﹁大
阪城の花見﹂︒ 時にＪ Ｒ環

と近江町市場﹂︒講師は北村
修治さん︵光明台︶︒参加費
千円︵菓子飲み物付き︶︒少

内に駐車場有り︶または鉢

時半〜３時頃に鉢ヶ峯で
﹁里

塚下車︶マスク着用︑持ち

時発の鉢ヶ峯行きバスで鉢

ケ丘駅前２番乗り場から９

10
状線大阪城公園駅改札口集
合︒参加無料︒事前予約要︒
申し込みと問い合わせは北
村さん０７２５・ ・３１

10

６６︑０９０・４３０９・
４７５８

56

る様子を３月 日︑見学で
きる︒問い合わせと申し込

美多彌神社で８年前から 台近隣センター内︶で第
やぶさ
行われている﹁子ども流鏑 回絵画展を開く︒会員 人
め
馬礼法講習会﹂が︑新たに と講師の山口好三さんが出
第９期生を募集する︒
立つ・ 展する︒金・土・日曜は休
座る・進む・退く・お辞儀 み︑最終日は３時まで︒問
をするなど基本的な小笠原 い合わせは山口さん０８０・
流礼法から始まり︑弓を使 ３０３４・５０２６
用した歩射︑木馬を使用す
ひきこもりの相談会
る騎射︑乗馬クラブでの乗
ひきこもりの相談会が４
馬訓練などを行い︑年度末
に行われる発表会や流鏑馬 月１日１時〜５時︑栂文化
会館第２会議室で行われる︒
神事での奉仕を目指す︒
対象定員は泉北地区在住 参加無料︑要予約︒受け付
の令和４年度に小学５年生 けは 日５時まで︒りぼん
になる男女５人︵応募多数 の会ラプソディあいかわさ
の場合は抽選︶︒申し込み締 ん０９０・９５８９・１２
め切りは４月８日︒
３月 日号のまちがいさ
７期生と８期生そして講
習会を修了した中高生らが︑ がし 正解は﹁ＢＣＥＨ﹂
神社境内で稽古に励んでい

子ども流鏑馬 ９期生募る

日２時〜４時︑庭代台１
丁の﹁ぽらんのひろば﹂で

29

２９７・１１７９

みは同神社豊島さん０７２・

４日から絵画展

２８︵５時まで︶
＊
４月１日
﹁大
古代史講座
仙陵ウォー
クと古代史﹂を開催︒伝仁
徳陵を一周しながら古代史
講座も行う︒ 時に南海三

＊
４月
泉北軽登山クラブ
３日
に大和葛城山︒初級︒近鉄
富田林駅バス停②番乗り場
に８時集合︒雨天中止︒会
員外の人は事前に連絡を︒
体験参加は 歳以下の人に
限る︒大阪府に緊急事態宣
言が発出された場合は中止︒
片山さん０８０・１４０６・
７２０３

３日は葛城山

０７２・２９４・１７８６

国ヶ丘駅改札口の外に集合︒
弁当・飲み物・帽子・雨具
持参︒会費無料︒雨天中止︒
問い合わせ＝季節を歩く会

10

開催︒テーマは﹁石川の旅
〜金沢城と兼六園〜茶屋街

だ︒年齢や修了年限に制限
場合は︑それぞれの授業料
が ％引きになる︒永年在
学表彰やご長寿お祝いなど
の表彰制度あり︒

健老大が受講生を募る
はなく︑希望すれば何年で
も在籍できる︒１９７９年
の創立以来︑約２９００人
の修了生を輩出︒ 年度は
２３０人が受講した︒
短科講座は全１回〜 回
までの短期で完結する 種
類の講座がそろう︒各講座
はテーマごとに独立してい
るため︑途中からの受講も
可能︒ワイン講座︑ギター
入門︑健康アップ体操︑パ
ソコン入門など︒各講座一
括払い︵１回あたり２３０
０円で計算︶
︒
受講回数が９
回になるごとに︑無料受講
券１枚を贈呈︒
入学願書は４月 日まで

鉢ヶ峯の自然を守る会と

塚バス停に９時半集合︒︵泉

山一斉調査﹂を行う︒自然

物は弁当・飲み物・筆記具・

日庭代台で

本科講座は充実の１００
分授業を年間 回開講︒合
わせて 講座あり︑水曜日
︵英語午前・午後︑絵画研
究︑太極拳１部・２部︑い
きいき健康体操︑
歴史総合︶
︒
木曜日︵初級英語︑陶芸︑
墨彩画︶
︒
金曜日︵書道漢字
１部・２部︑書道かな︶
︒
土
曜日︵俳句︑絵画１部・２
部︑木彫工芸︶
︒
募集定員は講座により異
なり︑複数講座受講可︒入

鉢ヶ峯の動植物を観察
日に
﹁里山一斉調査﹂
開催
堺自然観察会が４月 日９

環境の豊かさの指標となる

雨具・あれば虫︵魚︶取り
アミ︑双眼鏡︑虫めがね︑

知らなかったことや懐かし
いものに出会える︑親子で

参加費１家族５００円︒

図鑑類など︒雨天中止︒

５４︶︒

み０９０・２１１１・１０

２９９・７４０６︵当日の

問い合わせ野口さん０７２・

22 10

10

も一人でも楽しめるイベン
ト︒新型コロナウイルスの
感染防止に配慮しながら開
催する︒
鉢ヶ峯公園墓地内の通称

資格セミナー開く
鈴木アカデミーでは︑﹁春
の資格取得セミナー﹂を開
催する︒▽ 日９時半＝ビ
ッグアイ小研修室６▽ 日
９時半＝オンライン︒参加
費は全て無料︒申し込みは
０７２１・ ・０２９５︑

でした︒次の３名にギフト
券︵千円︶をお贈りします
︿敬称略﹀▽山下健二︵豊
田︶▽安田明子︵伏屋町︶
▽たかはしあんな︵東野西︶
３月 日号のクロスワー
ド 正解は﹁スマートシテ
ィ﹂でした︒次の３名にギ
フト券︵千円︶をお贈りし 来月２週目に発送します︒
ます︿敬称略﹀▽藤井律子

︵原山台︶▽竹下芳栄︵御
池台︶▽木地照子︵三原台︶

ホームページ https://www.
suzuki-academy.com

28

12
11

70

27

16

21

里山の動植物を調べて歩く︒

10

89

24

どんぐり広場前︵公園墓地

31

10

17

10

29

新檜尾台絵画クラブが４
月４日〜 日の 時〜４時
に︑文化喫茶﹁結﹂︵新檜尾
28

10

27

10
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26

催される︒会場は泉ケ丘駅
前いずみがおか広場︒参加
費無料︒
﹁今だからこそ︑家族み
んなで〝健康で心地よい暮
らし〟を考えよう！﹂をテ
ーマに︑骨の健康チェック・
筋力測定・体組成測定・ス
マホ万歩計アプリの無料お
試し会・介護相談など 近

康状態を知り健康的な生活
への意識付けを手助けする︒
ギター＆ボーカルや沖縄音
楽の音楽ステージも︒
少雨決行・荒天中止︒問
い合わせは０７２・２９５・
７１２１︵平
日 時〜５時︶
︒
︹髙見︺

朗読さんぽみち

２時︑泉ヶ丘の南図書館で
﹁尼将軍・北条政子﹂︒会費
５００円︒泉北歴史研究会
０７２・２９４・１７８６

10

南図書館で 日
南図書館ホールで 日︑
朗読グループ﹁ぐる〜ぷ・
わい﹂が春の公演﹁第 回
朗読さんぽみち﹂を開く︒
27

27

時からと２時からの２公
演︵内容は同じ︶︑入場無料︒

25

受講生を募集

＊
４
月
南図書館歴史講座
日

10

14

和泉市サポート館
和泉市生涯学習サポート
館︵三林町︶が﹁フラダン
ス﹂﹁俳句﹂の４月からの受
講生を募集している︒和泉
市以外からの受講可︒
﹁楽しく優しいハワイア
ンフラ教室﹂は初心者にも
基礎から丁寧に指導︒第２・
４金曜１時半〜３時︑定員
人︒﹁俳句教室﹂は新しく
開講︒初心者でも楽しく始
められる︒第２・４月曜１

文科系 種︑スポーツ系
種の教室を開講予定︒同館

15

０７２５・ ・２１１５

19

日は
﹁北条政子﹂

55

すべて中止︒

オープンガーデンさかい
２０２２は︑コロナウイル
ス感染拡大を防止するため︑

オープンガーデン中止

６１６・１３４０

宮沢賢治﹁よだかの星﹂︑松
谷みよ子﹁つつじの娘﹂ほ
か︒出演者は７人︒マスク
着用など感染拡大防止に協
力を︒成瀬さん０９０・３

11

20

時〜３時︑定員 人︒いず
れも４〜６月の６回で３１
２０円︒同館では４月から

16

参加者募る

健康シニアフェスタ
日いずみがおか広場で

骨チェックや筋力・体組成測定

10

日 時〜４時︑南海電 くのブース出展︑ウォーキ
鉄×大阪府立大学ボランテ ングセミナー・健康づくり
ィア・市民活動センター V- に関するセミナーなどのス
主催﹁健康シニアフェ テージパフォーマンス︑と
staion
スタ いずみがおか﹂が開 幅広い内容で今の自分の健
26
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