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ガス入手難で運航出来ず
２００株のバラやラベンダーが最高
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▼我が家に 年

以上共に過ごす山

椒の木がある︒雄

株なので毎年﹁木

の芽﹂は田楽や吸

い物に入れて春の

香りを楽しませて

くれる︒ところが今年は︑思

いもよらぬ出来事が起きた︒

種が落ちたのか３年前からも

う一株︑山椒の木が成長して

いた︒それが︑今年実を付け

ているではないか︒雌株だ︒

風か鳥に種が運ばれてうちに

お嫁に来てくれたのだ︒３年

越しに実を結び︑歓迎と喜び

で私は幸せな気持ちになった︒

さ

この世に生きている実感がし

さい

た︒ウクライナにもそんな些

細な幸せを感じられる日常が

︵大西︶

一日でも早く訪れますよう私

は祈り続ける︒

日号掲載・泉北版

▼タウンウォッチのコーナ

ー︵２月

台の正林弥生さん︒ 歳とは

て笑顔がチャーミング︒

年の離れた若い知り合いか

らもらった手紙を大切にして

いたり︑﹁弥生ちゃん﹂と呼ば

れていると喜んだり︒少し恥

じらいながら話す姿は少女の

よう︒

いくつになっても可愛くま

た凛とした女性になりたいと

︵冨尾︶

思う︒さあ︑私も自分磨きを

頑張ろう！

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。

20

のみ︶に登場いただいた原山

17

思えないほど︑はつらつとし

87

『お城』＝原山台幼稚園年長（当時）・やまもと あやの さん

★次号にご期待➡三原台府営団地、近大移転で転居始まる

年々︑入手が困難に︒
年には日本物理学会な
どが︑供給不足に対応する
ため︑ヘリウムガスのリサ

危機感が高まっている︒分
析計測機器メーカーの島津
製作所︵京都市︶も︑ホー

らに高騰する可能性もある︒
計画ではヘリウムガスを
使った気球を昇降機で地上

イクルや備蓄施設の整備な れているという︒最近の円
どを求める声明を出すなど︑ 安によって︑輸入価格がさ

ムページでヘリウムガム供
給不足の対策として︑消費
量を減らす方法や代替ガス

年に百舌鳥・古市古墳
群が世界文化遺産に登録さ
れたのを受け︑吉村洋文府
知事や永藤市長が︑計画を
発表︒ 年４月からの運航
を目指していた︒︹山本裕︺

百数十メートルまで上昇さ
せ︑仁徳天皇陵古墳をはじ
め堺市内を市民や観光客に
展望してもらう︒

を紹介している︒
また︑今回の気球と直接
関係があるかは分からない
が︑ロシアによる侵攻を受
けたウクライナでもヘリウ
ムガスが製造されており︑
さらなる供給不足が懸念さ

人口減地区に移住補助金

若年・子育て世帯対象
松尾寺や
横山地区

和泉市では４月から︑新
しい移住・定住支援制度を
スタート︒人気の商業施設
が近くにありながら市内で
人口減少の著しい南部エリ

り加算・上限なし︶︒重複申
請不可の場合も︒

条件▽世帯員の過半数が
対象地域内で５年以上居住
すること︒居住地域の町会

または自治会に加入するこ
と︒そのほか諸条件あり︒
問い合わせ＝和泉市広報・
協働推進室いずみアピール
担当０７２５・ ・８１０

40

２社もガスの調達方法を検
討しているが目途が立って
いないという︒
実は︑ヘリウムガスは以
前から国際的に入手難の状
況が続いている︒ヘリウム
ガスは超電導や低温実験に
使われ︑大学や研究機関で
の基礎研究には欠かせない︒
日本は国内で使用するガス
の１００％を輸入に頼って
いるが︑世界的な半導体産
業の競争や医療用ＭＲＩの
利用拡大で需要が高まり︑

増永さんは﹁新機器の能
力を最大限に発揮させ︑手
術や放射線・化学療法・免

30

ガスの調達 目途立たず

気球遊覧を行う大仙公園内
には既に気球の係留施設の
整備が進み︑気球本体も完
成して英国から日本に到着
しているという︒
ところが︑ヘリウムガス
を調達する予定だった米国
のプラントでトラブルが発
生し︑ガスの入手が困難に
なった︒気球を運行する予
定のクロスプロジェクトグ
ループ アドバンス︵兵庫
県豊岡市︶と栗生総合計画
事務所︵東京都文京区︶の

放射線などと併用で効果
細血管が拡張できず︑加温

んと医師の播磨洋子さん︑
臨床工学部の太田耕司さん

がん高周波温熱治療﹁ハ
イパーサーミア﹂︒阪和第二

19

の支援補助金を交付し︑地
域の活性化を図るもの︒
支援制度の概要▽対象地
域＝南横山小学校区内の町︒
アに移住または定住した世 横山小学校区内の町︒松尾
帯を対象に︑最大１５０万 寺町︑春木町︑久井町︑若
円︵中学生以下の子どもが 樫町︑春木川町のうち市街
２人いる世帯が対象地域内 化調整区域に該当する地域
に新築住宅を取得した場合︶ ▽対象世帯＝若年夫婦︵
歳未満の夫婦︶
・世帯︑また
は子育て︵中学生以下の子
どもがいる︶世帯︒
支援内容▽新築住宅取得
支援＝１００万円▽既存住
宅改修支援＝最大１００万
円︵改修費用の１／３が上
けている患者も主治医指示
限︶▽移住支援＝ 万円▽
のもと通院が可能︒増永さ
子育て支援＝ 万円︵中学
生以下の子どもの人数によ
によって熱が溜まりやすく
なる性質を利用したもの︒
度程度の加温で正常細胞

疫療法による治療効果の向
上と患者さんのＱ ＯＬ︵生
活の質︶の向上を目指しま
す﹂と︑話す︒完全紹介予
約制︒阪和第二泉北病院０
７２・２７７・１４０１︵祝

が担当する︒
は損傷が見られないのに対
し︑がん組織では血流が乏
しいために高温に耐えられ
ない︒この治療は放射線治
療や化学療法・免疫療法な
ど標準的ながん治療と併用
することで効果を高めるこ
とが報告されている︒また︑
副作用がなく何回も繰り返
し実施できることも特徴だ︒

日除く月〜金曜の９時〜４
時︶
︹横山︺

25

１︵担当・森口さん︑平井
さん︶
︹横山︺

99

泉北病院︵中区深井北町︶
に全国で５番目・関西で１
号機となる最新版のハイパ
ーサーミア機器が導入され
た︒導入と同時に︑京都大
学複合原子力科学研究所教
授で医学博士の増永慎一郎
さんを迎えた︒温熱併用放
射線治療や温熱併用化学療
法の国内パイオニア的存在
の増永さんが︑丁寧に説明
し温熱治療を行う︒

他の病院で入院加療して
いる患者や︑通院治療を受

42

20

米国プラントでトラブル

11

仁徳陵の気球遊覧

ハイパーサーミアは︑急
速に増殖するがん組織は毛

阪和第二泉北病院

19

関西初のがん治療器導入

増永さん（左）と太田さん

堺市が︑世界遺産に登録
された百舌鳥・古市古墳群
のひとつ︑仁徳天皇陵古墳
︵大山古墳︶周辺で計画し
ている気球遊覧事業の開始
の目途が立たない︒永藤英
機市長は昨年 月︑早けれ
ば 年の早い時期にも試験
実施を開始できるとの見通
しを示していたが︑新型コ
ロナ感染症拡大の影響や︑
ヘリウムガスの入手難など
で︑大幅に遅れている︒
市観光企画課によると︑
22
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が主催するレモン植樹祭が
行われた︒今年４月１日か
ら５年間︑新しくフォレス

本

トガーデンの指定管理者と
なった泉北レモン︒同団体
サポーターとフォレストガ

里山エリア内わんぱく広場
にレモンの苗木を 本植樹
した︒
植え付けた︒土が硬く悪戦
苦闘しながらも穴を掘る人
や︑ナンバープレートをつ

いたり︑メモを取ったり︒
次に２〜３人ずつに分かれ︑
スコップで穴を掘り苗木を

ラベンダーや

バラが見ごろ

リサイクル公園
和泉リサイクル環境公園

︵納花町︶では５月に入り︑
デンタータラベンダーやバ
ラが咲き始めた︒合わせて

始めに泉北レモンの代表
理事の苅谷由佳さんが︑植
え方のポイントを丁寧に説

明した︒深く植えすぎない けた苗木と記念撮影する人
ことや水はけの良い場所に の姿が見られた︒﹁果樹を育
植えるなどのアドバイスを︑ てる喜びを感じてほしい﹂

や一人でも歓迎︒
スタッフは青友会有志の
人々︒午前と午後に分かれ

と苅谷さん︒

︹冨尾︺

ーデンの市民農園使用者が︑ 参加者はうなずきながら聞

青葉台にシニアカフェ
外出のきっかけに

毎週火・金曜

て運営を手伝う︒この日の
ために皆で厳選したコーヒ
ーマシーンも用意された︒

サギの耳〟のような花を風
に揺らしている︒
８時〜５時︵入場は４時
まで︶︑月曜休園︒園内では
マスク着用に協力を︒天候
不良の場合︑閉鎖すること
があるので要確認︒０７２
５・ ・６９６９︹浅利︺

約２００株のバラが育って
いて︑香りが良い品種を見
分けられるように︑マーク
で工夫している︒また︑四
季咲きのデンタータラベン
ダーが青い穂を伸ばし︑ス
トエカスラベンダーが〝ウ

ゆう

つな

ュニティ﹁友﹂が４月 日
にオープンした︒﹁人の輪﹂

﹁おいしいコーヒーを淹れ
ます﹂とスタッフはそろい
のエプロン姿で笑顔︒﹁高齢

︹元村︺

化やコロナ禍で外出の機会
を失っている人にぜひとも
利用してもらいたい﹂と話
す︒

のつどい﹂となる︒ミニス
テージ︑昔遊び︑キッチン
カーなど︒縁日はない︒当
日雨天中止︑準備の都合で
前日に雨天の場合も中止︒
感染状況により中止の場合
あり︒問い合わせは０７２・
２９９・２３２３︹浅利︺

日﹁みどりのつどい﹂
毎年５月に西原公園で行
われてきた﹁みどりのつど
い﹂が 日 時〜３時︑３
年ぶりに開催される︒
一昨年︑昨年ともにコロ
ナ禍の緊急事態宣言期間と
重なり︑開催を見送ってい
た︒感染拡大防止のため︑
規模は縮小し﹁ミニみどり

西原公園で

55

40

青葉台防災センター︵青
葉台１丁目︶に高齢者コミ

や﹁繋がりの
場﹂として毎
週火曜日・金
曜日 時から
４時まで開催
している︒の
ぼりが目印︒
い
淹れたてコー
ヒーが１５０
円で楽しめる︒
以前︑同様の
コミュニティ
カフェが同じ
場所にあった
が︑コロナ禍
の影響もあり
閉鎖︒青友会
会長・中田治
久さんを中心
とした実行委
員は︑地域ク
ラブ活動の稼
働率が低い現
状を見て︑気
軽に集えて立
ち寄れる場所
作りを目指し

15

15
ている︒青葉

10

フォレストガーデンに
４月 日︑フォレストガ
ーデンで一般社団法人﹁泉
北レモンの街ストーリー﹂
23

40

10

台在住以外の
人も利用でき
る︒友達同士

15

泉北レモンの苗木植える
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地域を守る
﹁八犬士﹂
わんわんパトロール隊発足
性の被害防止を図る︒警察

犬と飼い主に贈呈された︒
パトロール隊に任命され

丁の団地内の駐輪場に無施
錠で止めていた 代女性の
自転車︵３千円相当︶が盗

まれた︒
４月２日頃︑高倉台４丁
の団地内の駐輪場に無施錠
で止めていた 代男性の自

転車︵１万円相当︶が盗ま

れた︒
４月４日頃︑城山台２丁
の団地内の駐輪場に無施錠

で止めていた 代男性の自
転車︵１万円相当︶が盗ま

たわんわん達は個性豊かに
記念撮影に臨んだ︒愛犬家
たちは﹁リードカバーは常
につけて散歩します﹂と︒

☆☆☆☆
施錠してたのに⁝
★★★★

れた︒

４月 日頃︑赤坂台の団
地の駐輪場に施錠して止め
ていた 代男性の自転車︵１
万円相当︶が盗まれた︒

４月９日午前︑室堂町で

☆☆☆
階段から転落
★★★

４月９日朝︑室堂町で
代女性が施設内で転び︑右
足太ももにケガをした︒

☆☆☆☆
右足太ももケガ
★★★

目で 代女性が歩行中に転
び︑両ひじと手のひらにケ
ガをした︒

４月９日朝︑光明台２丁

☆☆☆☆
両ひじと手のひらを
★★★★★

３月 日深夜︑槇塚台３

☆☆☆☆☆☆☆
団地駐輪場から
自転車盗む
★★★★★

き傷が付けられた︒

このような取り組みは︑
府内でも市が主体となって
いる場合が多く︑警察署と
防犯協会が主体となって行
うのは同署が初めて︒﹁今後
もこのような地域の見守り
活動が広がっていけば﹂と
田中会長︒
︹松林︺

80

30

10

10

春の地域安全運動の一環

﹁○○君をわんわん防犯パ
トロール隊に任命します﹂
と書かれた名前入りの任命
書と﹁わんわんパトロール
中﹂とデザインされた反射
式のリードカバーが８匹の

☆☆☆☆
車にひっかき傷
★★★

南 堺 署

代男性が階段の約３段目
から転落し頭や背中などに

10

として︑南堺警察署と南堺 車両では入れないような狭
防犯協会は︑管内の防犯委 い道や地元の道などを散歩
員会員である愛犬家たちに しながらパトロールしても
よる︑ながら見守り活動と らうことで︑地域の安全安
して﹁わんわんパトロール 心につながる︒
任命式では︑田中会長が
隊﹂を結成︒４月 日︑同
署前の広場﹁せんぼくの杜﹂ 一匹一匹犬の名前を呼び︑
で発隊式を行った︒
同署武市署長はじめ生活
安全課︑南堺防犯協会田中
会長が参加︒毎日の犬の散
歩中に不審者がいないか見
守ってもらい︑子どもや女
の駐車場に止めていた︑
代女性の車の窓ガラスが割
られ現金の入ったカバンが
盗まれた︒２万５千円の被
害︒

４月 日頃︑原山台１丁
の団地内の駐車場に止めて
いた 代女性の車に引っか

丁目で 代男性が自転車で
走行中に転び︑足などにケ
ガをした︒

犬に右手をかまれる

20

４月 日昼︑竹城台１丁
の店舗付近に施錠して止め

☆☆☆
店舗付近でも
★★★

70

ていた 代男性の自転車︵５
千円相当︶が盗まれた︒

11

空き家に泥棒が侵入
食器など８万円分盗まれる
た︒
☆☆☆☆
空き家に
侵入者の形跡
★★★★★★
４月 日頃︑御池台の空
き家の住宅に 代男性が約
１か月ぶりに訪れると︑何
者かが侵入した形跡があっ
た︒
☆☆☆
チョトレートも
★★★★
４月 日昼︑鴨谷台２丁
の店舗で︑チョコレート２
個︵１６０円相当︶が盗ま
れた︒

☆☆☆
自転車で転ぶ
★★★

４月９日未明︑伏屋町１
丁目で︑ 代男性が歩行中
に転び頭にケガをした︒

20

70

４月 日頃︑赤坂台の
代男性の空き家住宅で食器
など︵８万円相当︶が盗ま
れた︒
☆☆☆☆☆
７千円分の化粧品を
★★★★
４月４日深夜︑室堂町の
店舗で化粧品数点︵７千円
相当︶が盗まれた︒
☆☆☆☆☆☆
アイパッドを
公園に起き忘れ
★★★★★★★

60

22

４月８日昼︑はつが野２

ケガをした︒

☆☆☆
転倒し左腕骨折
★★★★

４月 日昼︑和田東で
代女性が外出中にふらつい

て転び左腕を骨折した︒

☆☆☆☆
浴室で転び額打つ
★★★★

４月 日夜︑三原台１丁
で 代女性が浴室内で滑っ

４月 日夜︑深阪南で
代男性が朝からの腹痛を訴

☆☆☆☆
虫垂炎で救急車呼ぶ
★★★★★

て転倒し額を打った︒

80

80

え救急要請︒虫垂炎だった︒

70

70

☆☆☆☆
４月２日午前︑室堂町で
調理中に
包丁で指切る
代男性が犬に右手をかま
★★★★★★
れケガをした︒
４月６日夜︑のぞみ野２
☆☆☆
丁目で︑ 代男性が調理中
顔面にケガ
★★
に誤って包丁で左手薬指を
４月７日午前︑のぞみ野 切った︒
２丁目で︑ 代男性が歩行
☆☆
頭にケガ
中に転び顔面にケガをした︒
★★
10

20

14

15

19

☆☆☆☆☆☆☆
車のガラス割り
かばんを盗む
★★★★★★
４月 日夜︑和田の店舗

70

14

20

12

40

80

80

３月 日朝︑まなび野の
公園で︑男性が置いていた
アイパッド︵ 万円相当︶
がわずか 分の間に盗まれ
10

17

11

16

31

10

60

（４ ）
2022年（令和４年）５月12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

思い出の品に新たな光
家具・家電から衣類︑食器まで

﹁和泉市リサイクルプラ
ザ彩生館﹂は光明池駅から
徒歩 分の和泉市室堂町に
リサイクル品を格安で購入
できる︒衣料品は試着も可
能︒持ち込まれた提供品は

近年フリマサイトも注目
されているが︑彩生館は実
際に来館して見て触れて︑

すれば新たな活躍の場へ︒
﹁ゴミにするのは簡単︒
提供品として彩生館に持ち
込むだけで︑ゴミがごみで
なくなり︑最も簡単なアッ
プサイクルになります﹂と
館長さん︒そしてゴミの減
量活動につながる︒※５月
日フリーマーケット開催
予定︒月曜休館︒提供品や
その他の詳細は問合せを︒
☎０７２５・ ・５０６０

︹元村︺

☆☆☆☆
左足太もも骨折
★★★
４月 日昼︑小代で 代
女性が自宅内で足を滑らせ
て転倒し︑左足太ももの付
け根を骨折した︒
☆☆☆
歩行中転びケガ
★★★★
４月９日昼︑いぶき野５
丁目で 代女性が歩行中に
人と接触して転び頭にケガ
をした︒
☆☆☆
左ひざケガ
★★
４月 日深夜︑若松台２
丁で 代女性が外出中に段
差につまずいて転び左ひざ
にケガをした︒
☆☆
足を骨折
★★
４月２日昼︑檜尾で 代
男性が路上で転び骨折︒

☆☆☆☆☆☆☆☆
車とトラック接触
女性２人がケガ
★★★★★★★
４月６日夕方︑はつが野
３丁目で︑普通自動車と

トントラックの接触事故︒
普通自動車の助手席の 代
女性と後部座席の 代女性

が首にケガをした︒

☆☆☆☆☆☆
車同士が接触

50

代女性が普通自動車で走
行中に別の普通自動車と接
触し︑手足や腰にケガ︒

４月４日夕方︑室堂町で

女性がケガ
★★★★★

20

０９０・８９３１・８９０５︶

﹃カジノの是非は府民が
決める 住民投票をもとめ
る会﹄です︒カジノなどの
大型リゾート施設︵ＩＲ︶
を︑大阪に誘致することに
反対する署名活動をしてい
ます︒署名活動に協力いた
だける堺市南区の方はご連
絡ください︒︵庭代台・小川

カジノ反対の署名活動
に協力していただける方

４月６日昼︑あゆみ野１
丁目で女子小学生が自転車
で走行中に軽四自動車と接
触し︑右足首にケガをした︒

☆☆☆☆☆☆☆☆
自転車の女子児童
車と接触しケガ
★★★★★★★

60

リサイクルプラザ彩生館

ある︒１９９７年のオープ
ン以来さまざまなリサイク
ル生活を応援する施設︒和
http://saiseikan.main.jp/
︹元村︺

いきいきライフ推進委員会
会長の榎本行伸さん︒見守
り希望の連絡先＝青葉台自
治会館☎０７２５・ ・４

﹁突発的な出来事は防げ
ない事もあるけれど︑住み
慣れた地域で安心して暮ら
すお手伝いができれば﹂と︑

青葉台の一人住まいの高 支えることが目的となって
齢者を見守るための﹁いき いる︒当初は月１回の訪問
いきライフ見守り活動﹂︒
２ だったが︑見守りを充実さ
１５年から始まり８年目に せるため回数を増やした︒
また︑緊急時に対象者とサ
なる︒対象は自治会員で
歳以上の一人住まいの人︒ ポーターをつなぐための連
現在︑ 名の見守りを実施 絡先カードも作成︒今では
している︒青葉台自治会の その家族とも連携している︒
そして毎月届けられる会
有志と民生委員が協力して︑
一人住まいの高齢者が安心 報﹁お元気便り﹂︒内容は
して暮らせるように活動し いきいきサロンや体操など
の交流行事の案内・コロナ
ている︒
対象者とサポーターは担 や詐欺の注意喚起で︑有用
な情報源となっている︒

青葉台の高齢者見守り活動

訪問や様子見 きめ細く

泉市以外の人も利用できる︒ スタッフが状態を確認して
環境問題に関する本やＤ 整えた後︑リサイクル品と
ＶＤの貸し出し︑自転車工 してホールに並ぶと２日も
房︑無償で持ち込まれた物
をリサイクル品として販売︒
ゴミとして捨てるのはもっ
たいない物が提供品として
届けられる︒家具や家電︑
衣類や食器︑雑貨ギフト品
などの日用品︒家具は和泉
市に限り無料で引き取りに
来てくれる︒
リサイクル啓発として小
物作り︑自然の素材を使っ
た教室や講座などエコを身
近に感じられる活動も︒﹁思
い出の品だからこそゴミに
するのではなく次の方に譲
りたい︒そんな時に彩生館
じょうしゅう

15

０７７

90
80
10

｜

14

80

17

10

を活用して欲しい﹂と館長
さか
か
の阪上秀華さん︒

には玄関先で立ち話や相談
事の対応を行う︒そして２
週目と４週目は住宅外部か
ら様子を見守り︑安否確認

75

70

55

｜

当制で︑毎月１週目と３週
目に各家を訪問し︑基本的

42

をする︒
活動のきっかけは孤独死
の防止だったが︑現在は安
心して暮らせる地域作りを

56
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C

E
F

G
H
I

ト〉 和子さん
ラス
〈イ 野・中浴
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。
５月17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５月26日号。

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。

ているため起動・動作等は非常に機
敏）を１万2000円で取りに来られる

セットを1200円で▷ソニー製のリモ
コン・USBケーブル
（タイプC）を各

方に譲ります。詳細はメールで。
（新檜尾台・西田 shige̲605@yahoo.
co.jp）

500円で▷ハンディジャグ・ペットボ

◆座卓
（横150×縦90×高さ37cm、数回
使用のみで奇麗です）を集合住宅の
２階まで取りに来られる方に1000円
で譲ります。重いので２人で取りに
来てください。
（赤坂台・加藤 072-299-6809）

トルクーラー・洗車セット・コースタ
ー・HUB（自宅整理品）を無料で、取
りに来られる方に譲ります。お届け、
待ち合わせも可。
（城山台・竹村 080-2504-2564、
ftnet03
23@gmail.com）
◆スタッドレスタイヤホイール付き４
本セット（タイヤ＝Goodyear・アイ
スナビ・SUV225/65R17・残り溝４本
とも8mm以上あり、ホイール＝17×
7.0JJ5-114.3INSET38・傷 な し、３ シ
ーズン・6000km程度使用、ハリアー、
エクストレイル等に）を５万円で取
りに来られる方に譲ります。
（みずき台・岡田 mikio692064@yahoo.
ne.jp）
泉北周辺地区

◆FAX電話機（電話機能のみ・子機は
充電不可）を無料で▷ロジクール製
のコードレスキーボード
（自宅整理
品）
を500円で▷無印良品の蚊取り豚

無料で譲ります。
（美木多上・佐々木 gokigenyuko70@
gmail.com）
◆茶山台幼稚園の女児用品（夏用冬用
制服＝ベスト・スカート・ブラウス・
カバン・帽子など、ひよこ制服もあ
り、やや使用感あり）を無料で譲りま
す。
（片蔵・堀田 yosuke282828@gmail.co
m）
◆コードレスサイクロン掃除機（2021
年購入）を5000円で▷卓上クーラー
（2021年購入）
を2000円で▷パナソニ
ックのコードレス電話機（2021年購
入）を5000円で▷イワタニのミルミ
キサー（2021年購入）を2000円で、取
りに来られる方に譲ります。
（伏屋町・赤松 090-6064-7783 ）
◆auの「PHOTO-TV 10イ ン チ 」
（地上
デジタル＜ワンセグ・フルセグ＞、
希

◆アウトドア用の鍋（ステンレス、新
品）を1000円で取りに来られる方に
譲ります。

望があればアンテナコード付けま
す）を2500円で▷日立の16インチテ
レビ
（地上デジタル・BS・CA、ホワイ
ト、奇麗に映ります、希望があれば

（中百舌鳥町・西田 080-3962-0186）

BSアンテナを300円で付けます）を

◆ローラーブレード
（23cmくらい）を

3200円 で ▷ASUSの タ ブ レ ッ ト（10

（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）５月12日

応募はこちらから

インチ、画面傷なし、カバー付き）を
1800円で▷オムロンの血圧計
（HEM7070、電源・電池とも稼働）を1100円
で▷ナショナルの電気治療器
（EW
6021、
コード巻取り）を800円で、取り
に来られる方に譲ります。
（室堂町・松本 0725-55-8028）
金剛地区
よろい

びょうぶ

◆鎧飾りのセット（屏風付き）を無料で
取りに来られる方に譲ります。
（寺池台・栗須 0721-28-5406）

譲ってください
栂

地

区

◆テレビ（どんな大きさでも可）を無料
か格安で譲ってください。持って来
てください。
（原山台・氏田 090-6232-2236、連絡は
午後９時以降に）
せんてい
◆生け垣などを剪定するバリカンを格
安で譲ってください。取りに伺いま
す。
（原山台・中村 090-5122-7634）

（ ７）
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譲ります
泉ヶ丘地区

◆トースターを500円で▷ティファー
ルのポット（1.2L）を800円で▷コー
ヒーメーカーを1000円で、取りに来
られる方に譲ります。
（槇塚台・横山 080-3777-9027）
栂

地

え済み、ラケットケース付き）を5700
円で▷ガラス食器（小鉢・小皿等々、

し、古いですが最近まで使用、簡易洗
浄済み）を3500円で、取りに来られる

２〜６枚セット、10種類で合計21枚、
大半未使用品）を1500円で▷アディ
ダスネオウインドパーカー（サイズ

方に。お届け・待ち合わせも可。
（庭代台・森本 mukai8234@yahoo.co.
jp）

O、チェック柄）を1700円で、譲りま
す。お届け可。
（原山台・中尾 080-6260-8760、nakao

光明池地区

na@ezweb.ne.jp）

区

◆回転チェア（購入後無使用、高さ調整
可、傷・汚れなし）を1000円で▷ベビ
ーチェア（木製、アカチャンホンポで
購入、数回使用、汚れ・傷なし、テーブ
ルとガード付き）を1000円で、譲りま
す。
（原山台・今井 072-299-7765）
◆ヨネックスのウインドブレーカー上
下セット（上着＝サイズＯ・裏地と風
防付き、パンツ＝サイズＬ・裏地付
き）を2200円で▷テニスラケット２
本（ ヘ ッ ド、エ ク ス ト リ ー ムMP、
300g、100平方インチ、グリップ２サ
イズ、2018年10月購入、ガット張り替

◆アップリカのチャイルドシート（古
いですが最近まで使用、簡易洗浄済
み）を1000円で▷リーマンのチャイ
ルドシート
（古いですが最近まで使
用、簡易洗浄済み）を1000円で▷パナ
ソニックのナノイー加湿器
（古いで
すが最近まで使用、簡易洗浄済み、美
品）を3000円で▷一輪車（パンクな

◆デスクトップパソコン（パソコン本
体のみCPU=i3 3.70GHz、
RAM=8GB、
SSD=120GB、HDD=320GB、Radeon
HD7570、
350W電 源、DVDマ ル チ、
Win11Pro、互 換Oﬃce、DVD書 込 み
ソフト、DVD再生ソフト、本体は目
立つ傷等がない美品、SSDを装着し
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ここは、
どこでしょう
ふるって

ご応募をY

●1981年に和泉市内で撮影しました。工事中の建物はどこでしょう？
施設名でお答え下さい。
ヒント：全国初の施設でした。
●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。５月17日（火）必着。
●あなたの身の回りの出来事、ホームページや紙面に掲載します。
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。
●当選発表は本名を掲載しますので、ご理解のうえご
応募ください。
応募はこちらから

日 時〜︵栂文化会館︶▽
６月２日 時〜︵青少年の

ウェブも好評
写真いっぱい

わたしの街の あんな店こんな店

ピアノで脳の活性化を
楽譜が読めなくても可

家︶︒申し込みは０９０・５
６６１・５７０９︵平日
時〜 時︶︒
※一緒に指導を
行う先生も募
夏頃には発表会︵自由参加︶ 集中︒︹髙見︺
も計画している︒
無料体験会＆説明会▽

ガソスタで〝月１マルシェ〟

みつよし

リヴェール和泉ＳＳは年中
無休︑ 時間営業︒駐車場

は︑近畿大学病院脳神経外

ハビリテーションを提供︒
新設された脳神経外科で

しゅく

更になる場合があるので電
話で確認を︒毎週火曜９時
半〜 時︵受け付け９時〜

になることの相談も気軽に
お越し下さい﹂と中尾さん︒
予約は不要だが︑診察が変

科医師の中尾剛幸さんが診
察︒﹁頭痛が長引くなど︑気

たかゆき

︹杉本︺

あり︒

リハビリ充実の
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

脳神経外科新設
いぶきの病院
﹁いぶきの病院﹂︵和泉市
いぶき野４丁目︶が４月１
日︑脳神経外科を新設︒週
１回︑外来診察をスタート

けい

している︒おもに脳梗塞や
脳出血などを患い退院後の
回復期リハビリテーション
や薬のコントロール︑再発
予防︑脳卒中でよくみられ
る運動︵機能︶障害や痙縮
症状の治療などを診察︒
医療法人守田会が運営す
る同院は︑本館に個室１６
４床︑東館に１７６床を有
する病院︒特に理学療法士
人︑作業療法士 人︑言
語聴覚士８人のスタッフが
在籍し︑設備も充実したリ
た︒通信競技大会年間受賞
者では︑錦織誉礼さん︵１
位︶
・大上真夢さん︵３位︶
・
庄司悠太さん︵４位︶
・藤川
翔子さん︵５位︶が表彰さ
れた︒
一昨年︑昨年と大会の中
止が相次ぐ中︑生徒たちは
目標を見失うことなく懸命
にそろばんに向き合ってき
た︒﹁そろばんで培った集中
力︑判断力や情報処理能力
などをベースに様々な能力
を開花してもらいたい﹂と
指導者の大参さん︒
月〜土曜は毎日開校︒体
験あり︒詳し
くは﹁おおみ

時半︶︒問い合わせ＝いぶ
きの病院０７２５・ ・１
︹横山︺
１８１

12

24

そろばん﹂で
検索を︒︹髙見︺

０７３７

な
ど

当８００円の宅配もあり︒
詳しくは０８０・４６４０・
︹杉本︺

しくてヘルシーな手作り弁

時︒ＨＰ︑インスタ︑公式
ＬＩＮＥあり︒なお︑月〜
金曜に和泉市内限定でおい

６０４︒月〜土曜９時〜

ム︒見積もり無料︒問い合
わせは０１２０・６０１・

サービス内容︑頻度︑日時
などの要望を確認して最適
なプランを提案するシステ

﹁マーガレット和泉中央﹂
は料理︑買い物や病院の付
き添い︑送迎︑キッチンや
お風呂の汚れ落としなど︑
日常のあれこれを頼める家
事代行サービス︒
サービス内容は家事・料
理の代行︑育児・シルバー
のサポート︵注・介護保険
法適用外︶︑ハウスメンテナ
ンス︒必要に応じて利用で
きる単発のスポットプラン
と月２回や週１回の定期プ
ラン︵３か月〜︶がある︒
問い合わせに応じてコーデ
ィネーターが訪問し︑依頼

家事代行サービス

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

料理・掃除・育児

50

﹁ピアノ 脳活﹂は少人
数制のグループレッスン︒
みんなで楽しく曲を合奏で
きるのはグループレッスン
のいいところ︒楽譜を見な

10

入っている︒ガソリン給油
やドライブスルー洗車の時
間が生活のうるおいにもな
ると大好評だ︒
﹁月イチマルシェ﹂は和
泉中央ショップモールで月
に一度︑朝 時から新鮮な
旬の野菜・果物をお手頃価
格で販売する︒
５月は 日︑
６月は 日に開催予定︒ト

２月に開催された第 回
全大阪学年別珠算競技大会
おおみ ひ な
では︑大参日菜さん・山本
ふうか
雄大さん・伊藤楓華さん・

石川凌多さん・阪倉光是さ
ん・藤川翔子さん・庄司悠
にしき
太さん・井出瑛太さん・錦
おりほま れ
織誉礼さん・土師杏樹さん・
ま ゆ
たから
大上真夢さん・錦織爵良さ
んが団体３位入賞を果たし

11

10

旬の野菜・果物を販売

今月は 日
唐国南 号南交差点前の
キグナス・トリヴェール和
泉ＳＳの敷地内で﹁月イチ
マルシェ﹂が開かれている︒
キグナス・トリヴェール
和泉ＳＳは和泉中央ショッ
プモールを併設していて︑
高級食パン﹁銀座に志かわ﹂
︑
時間営業の﹁あゆみ野コ
インランドリー﹂の店舗が

28

65

14

10

10

歳以上
が対象

de

de

がら左右異なる動きで鍵盤
を弾くピアノは︑複数の動
作を同時処理するため脳活
に最適︒レッスンでは演奏
に加え︑脳活体操やリズム
打ちなど楽しみながら脳の
活性化やリズム感が養える︒
楽譜が読めなくても大丈
夫︒レッスン時は１人１台
キーボードが割り当てられ
るので自前で購入する必要
がなく手軽に始められる︒
おおみ

フィーが所狭しと並ぶ︒
競技会だけではなく︑お
手本になる生徒が選出され
る﹁全珠連主催そろばん優

秀生徒表彰式典﹂で毎回
人近く表彰されているのも
同教室ならでは︒第 回そ
ろばん優秀生徒表彰式典
︵３
月︶では︑ポスター部門で

67

72

31

10

55

歳以上が対象﹁ピアノ
de

15

25

28

晴美台１丁の﹁大参珠算 小林菜々さん︑前翔斗さん︑
たすく
さ や
教室﹂０７２・２９２・５ 大平助さん︑橋本紗彩さん︑
みちひろ
あてな
３８１は︑創立 年以上の 鶴身理泰さん︑山野天奈さ
る
歴史と実績を持ち︑﹁暗算十 ん︑西田夏子さん︑熊谷瑠
な
段﹂を目指す教室︒様々な 夏さんが優良生徒表彰を受
大会で表彰される生徒を輩 賞した︒表彰式は大阪市中
出し快挙を成し遂げてきた︒ 央公会堂︵中之島公会堂︶
教室内には競技大会での生 で行われ︑歴史ある重要文
徒たちの成績や段位︑トロ 化財での表彰式は一生の思
い出に残る体験となった︒

1

最優秀賞を千葉ひなたさん
ち さ こ
が受賞︒阪倉地丞子さん︑

17

24

60

脳活﹂が６月から新規ク
ラスを開始︑無料体験会＆
説明会を行う︒レッスンは
光明池サンピア・栂文化会
館・堺市立青少年の家・す
ばるホールで開講︒
指導者は
﹁ピアノ 脳活﹂
認定講師でピアノ教室を主
宰する吉村万里さん︒
感謝︑
感激︑共感の３つのＫを心
がけ︑元気と笑顔がいっぱ
いのレッスンを行う︒

多数の表彰者を輩出
大参珠算教室

60
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なんで、
こんな名前になったんか？
３択クイズ

岩室の粉もん屋が１周年
日は﹁コナラバ

全てのドリンク 円

〜 日

日〜

100

もらえたらと︑スーパーボ
ールすくい・ヨーヨー釣り

縁日﹂が登場︒ここ数年祭
りの中止が相次ぐ中︑お子
さんに縁日気分を楽しんで

22

ンラバー﹂︵からふね屋ビル
隣︶０８０・４２３３・３
１４２がオープン１周年を
迎え︑ 〜 日に︑日頃の
感謝の気持ちを込めて﹁１
周年記念イベント﹂を開催
堂々オープン
する︒
赤坂台５丁の閑静な住宅
青いコンテナが目印で︑
銅板で焼き上げる﹁大玉た 街に︑﹁芋田屋又三郎﹂０９
こ焼き﹂︑生地の中にポテト ０・７９６８・５５９２が
サラダを挟んだオリジナル オープンした︒
お好み焼き﹁ポテト玉﹂︑も
ちもち太麺の﹁塩焼きそば﹂
などリピーターが多い人気
店︒夕焼けの絶景が見られ
る屋上デッキは︑アウトド
ア気分で飲食が楽しめる︒
﹁１周年記念イベント﹂
では︑生ビールなどアルコ
ールを含む全てのドリンク
を１００円︵税別︶で提供︒
２杯目以降も１００円に︒

看護師常駐の支援施設

が商品購入でお子さま１回
目無料︒綿菓子販売も︒
営業時間 時〜 時︵事
前に電話があれば 時以降
もＯＫ︶︒団体︵５人以上︶
予約可︒団体限定お得な２
時間飲み放題
メニューあり︒
月火休︒
︹髙見︺

今月の体験・説明会は ・

製餡のガリンッとした固め
の食感︑ごまのジョリッと
した食感︑安納芋のねっと
りとした食感がやみつき︒
餡のバランスが絶妙で︑存
在感を放ちながらも芋がも
つ優しい甘さを存分に引き
立てている︒アイスクリー
ムに添えたり︑温めて餡を
やわらかくしたり︑と自分
好みの食べ方を見つけるの
も楽しい︒店頭ではいも皮

・ ︵③無し︶
・ ・ 日︒
〜

師が常駐する療育・児童発

アイアムいずみは︑看護

２５・ ・７８４５が体験・

ずみ﹂︵和泉市内田町︶０７

発達支援施設﹁アイアムい

４月にオープンした児童

大切に育てるのがポリシー

を刺激し︑感性や探究心を

外活動などで子どもの感覚

ートしていく︒アートや屋

て子どもたちの発育をサポ

う個別プログラムを作成し

証が必要︒一人ひとりに合

治体から交付される受給者

のメッセージからも可能︒

ＨＰのフォーム︑インスタ

問い合わせは９時半〜 時︒

見学・体験の申し込みや

送迎無し︑駐車場あり︒

曜日で開所時間は 〜 時︒

各枠１組︒施設は火曜〜金

説明会を開催する︒

チップスやお芋ケーキなど
も販売︑全国発送できるオ

ンラインショップでも﹁又
三郎あめいも﹂が購入可能︒
おしゃれなパッケージは手

土産や贈答品にもぴったり︒
また︑店舗にはスイーツ
が堪能できるカフェも併設

︵要予約︶︒夏には名物﹁お
いもかき氷﹂が登場すると
か︒ハンディキャップをも

つ子どもを育てるオーナー
夫妻の熱い思いが詰まった
カフェ︒地域の人が集える
場所︑誰もが心なごむ場所

作りを目指している︒
看板メニュー︑安納芋の
時〜 時︒
日祝休︒イベ
大学いも﹁又三郎あめいも﹂ ント出店の際は臨時休業︒
１５０グラム５５０円〜は 駐車場２台︒個人宅のため
大学いもの概念を覆す食感 乗り合わせでの来店に御協
が特長で︑二度絡めした特 力を︒詳細は
あん
店名でＨＰ検
索またはＬＩ
ＮＥで︒︹髙見︺

食感がやみつき
になる大学いも

岩室のコーナン泉北店駐
車場内︑アウトドア好き家
族が営む粉もん屋﹁コナモ

21

達支援施設︒対象は小学校

︹杉本︺

16

22

だ︒

11

20

入学前の未就学児童で︑自

16

17

路上コース整備中の光明池試験場（1985年）

正解者の中から、抽選で３人の方にギフト券（千円）をさしあげます。

21 21

23
13 31

時半③ 〜 時半の３枠︑

時間は① 〜 時半②

30

10

応募は
こちらから

①行基が造った大規模な屋根付きの井戸「布施屋」から来ている

11

16 11

25

20

見学・体験を受け付け中

15 10

24

14

伏屋町
和泉市にある

22

58
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●「伏屋町」の名前の由来は次のうちどれでしょうか？

②ゆるやかな傾斜地を「ふせや」と呼んでいたため

③江戸時代にこの地を開墾した伏屋長左衛門の名に由来する

答え、住所・氏名・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まで。５月17日
（火）締め切り（必着）。
当選発表は本名を掲載します。ご了承ください。コメントあれば当選確率
アップY（コメントはペンネーム可）
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なんでも ご連絡を

2022年（令和４年）５月12日
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こちら
こちら情報センター

市外局番
おまちがえなく！

答えは「バーベキュー」でした。
★コロナ禍で外出がなかなか出来ない

こちら情報センター
コミュニティ編集部（情報センター）
に届いた問い合わせをご紹介します。
★４月21日＝介護ベッドの買い取りや
引き取りをしてくれるお店を教えて
ください――と電話で
◎弊社スポンサーから１件ご案内しま
した。
★４月26日＝留袖の着付けをしてくれ
るお店を教えてください。近くのお
店は閉店してしまったり、着付けは
していなかったりで困っています―
―と電話で。
◎お調べして１件ご案内しました。

★４月27日＝大阪ガスの電話番号を教
えてほしい――と電話で。
◎お調べしてご案内しました。
★４月27日＝泉ヶ丘のURは分譲の予
定はありますか――と電話で。
◎UR泉北住まいセンターの電話番号
をご案内しました。

分、家族でのバーベキュー回数が増
えました。炭の燃えるにおいに癒や
されてます。
（新檜尾台・M.Hさん）
★お恥ずかしい話ですが、私…まだ今
回の答え「バーベキュー」未経験者
なんです。楽しいんだろうけど、あ
と一歩が出せない私です。
（三原台・
M.Nさん）

昭和の日
2022年４月28日号のクロスワードの
答えは「ショウワノヒ」でした。
★2022年は昭和の換算では、昭和97年
になりますね。昭和の最後に生まれ
た人も今年で33才になるので月日の

います。化けて出てこないでね。
（宮
山台・T.T）

★先日タケノコをいただき、友人のす
すめで初めて塩・コショウ・ショウ
ガとニンニクでタケノコステーキを
焼いてみた。こんなにおいしいもの
かとびっくり。
（新檜尾台・T.Mさん）
★新学期が始まって１か月、目が回り
そうなほど忙しいけれど毎日充実。
子ども達の笑顔が何よりも原動力で
す。
（御池台・S.Kさん）

★緑か濃くなりました。散歩にもって
こいの季節ですか、出てきてほしく

ない長いニョロも散歩するみたい。
経 つ の は 早 い も の で す。
（ 三 原 台・
（庭代台・よっちゃんさん）
Y.Tさん）
★一昨年、昨年と２年続きでオリンピ ★宮山台に９年、その後河内長野市で
36年生活して、また光明池に引っ越
ックに伴い、祝日が変更になったり、
ししてきました。３年経ちます。鴨
いつからだったか成人の日が第２月
谷公園などを毎日散歩しています。
曜になったり、体育の日がスポーツ
（室堂町・T.Nさん）
の日と名前が変更になったり、海の
日や山の日が追加されたりと最近の
祝日にはついていけません。まあ、
祝日が多いほどいいですが。
（はつが
野・J.Kさん）

日々のあれこれ

バーベキュー
2022年４月21日号のクロスワードの

読んで。私も４年くらい前に強迫性
パニック障害と診断された。もはや、
何もする気もない。でも今も生きて
いる。心の病は人それぞれ、いろい
ろだ。そして、これ程複雑な病はな
い。人間として生まれてきたからし
ゃーない？答えを探す毎日。
（ 桃山
台・T.Uさん）

★４月28日号のまちがいさがしのイラ
ストは完成度が高い！塗り絵として
遊ぶのにも最適ですよ！こあらさん
♪（三原台・N.Mさん）
★81歳の母の楽しみは泉北コミュニテ
ィのクロスワードパズル｡毎回「こ
れわかる？」って、色んな人を捕ま
えてはヒントをもらい完成させてい
ます。頭の体操と、家族のコミュニ
ケーションになってます！完成出来
たらとてもうれしそうに笑っていま
す。
（緑ケ丘・A.Tさん）

街かどニュース
★電車で、横並びに座っていたサラリ
ーマン風のスーツの男性２人がスマ
ホリングを付けていた。やっぱり便
利なんやと思い今頃になって、スマ

ホリング購入！（半田・S.Tさん）
★高松市の息子宅に行ってきました。
大学生の孫の野球リーグ戦の応援で ★私は、プールのテストで合格しまし
た。何の泳ぎで合格したかというと、
す。２試合連勝でした。この後も連
25メートルの背泳ぎで合格しまし
勝して、神宮球場での全国大会に行
た。次のテストはクロールの25メー
ってほしいです。昨年はコロナのた
トルのタイムです。次のテストが合
め入場制限があり、応援に行けなか

〈原山台・M.Tさん〉

ぶき野・Y.Mさん）
★４月28日号の『記者のつぶやき』を

ったので今年はぜひとも応援に行き
たいです。
（晴美台・M.Uさん）
★一昨年植え付けたレモンやユズにア
ゲハ蝶が産卵しに来ます。まだ、若

格できるように頑張ります｡（いぶ
き野・S.Sさん）

木で幼虫を養う余力はないので、か
わいそうですが見つけ次第駆除して

★いつも仕事が終わって晩御飯を待っ
てる間にクイズを解いています。
（い

コミュニティ読んでます！

★散歩中に見つけた風景に驚きまし
た。場所といい形といいまさに白い
大蛇でしたが、よく見ると枯れ木で
した。偶然にこんな風に見える自然
っていいなあと思い、何か良いこと
が起きる前兆かなとウキウキでし
た。金運アップにつながれば最高で
す。宝くじ買おうと思います。
（あっ
ちゃんさん）

なんやかんやのイベント情報満載
フジタ・アフタヌーンコンサート

親子チケット３組進呈

会︒これまでコロナ禍で新
会員は募らずミニうたごえ

広場として開催していたが︑
楽家連盟﹁音の和﹂代表の 今回からはだれでも参加で
森河孝子さん︵いぶき野︶ きる広場として再開︒予約
とハープの仲西洋子さんが 不要︒先着１４０名︒
▽今後の日程＝６月 日︑
出演し︑和泉中央のカフェ
オアシスで﹁楽しい歌カフ ７月 日︑９月 日︑ 月
ェ﹂が開かれる︒ 日１時 ７日︑ 月４日︑ 月 日︒
半から︑ハープの伴奏で春 ２０２３年１月 日︑２月
日︑３月 日▽新入会員
にぴったりな歌を皆で歌う︒
22

11

ご協力いただける方に薄謝
進呈いたします︒

ご応募は住所・氏名・年
齢・電話番号・ファクスを
希望の方はファクス番号を
記入して︑コミュニティモ
ニター係まで送信︑または
Ｑ Ｒコードから専用フォー
ムでお申し込みください︒
５月 日必着︒採用の方に
はこちらから連絡いたしま
す︒ＦＡＸ０７２・２９６・
６９７９

28

一般３千円・学生︵高校

丁 番２号 コミュニティ
﹁フジタ・アフタヌーンコ
ンサート親子チケットプレ

していただける方︵ファク

フォームからの返信で報告

出来︑ファクスまたは専用

の配布状況等のチェックが

▽毎号︵チラシも含む︶

いただける方︵学生不可︶

年６月︶継続して協力して

▽１年間︵今年７月〜来

のモニターを募集︒

歳以上の読者から配布状況

本紙配布エリア在住の

本紙配布モニター募集

本格的に再開

うたごえ広場

56

生以下︶１５００円・特別
親子チケット４千円︒全席
指定︒チケットぴあなどで
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23

23

23 12 15

15 10 10

費＝３００円▽会費＝５０
０円︵出席ごと︶▽年会費
＝無料︒
コロナ感染対策のため︑

マスク着用・会場フロント

で手の消毒・検温・受け付
けでは間隔を空けて並ぶ・
会場内での椅子の移動や談
笑禁止などを厳守︒問い合

わせは金銅さん０８０・３
８０１・７１５１︹横山︺

ゼント﹂係まで︒メールの 参加費２千円︵ケーキセッ
４月 日号のまちがいさ みの木︶▽江口清博︵鴨谷
場合は件名を﹁フジタ・ア ト代７００円含む︶︑マスク
フタヌーンコンサート親子 着用で歌う︒事前予約制で︑ がし 正解は﹁ＣＤＥⅠ﹂ 台︶▽中村孝治︵室堂町︶
チケットプレゼント﹂とし 定員になり次第締め切り︒ でした︒次の３名にギフト
て home@community2525. 感染状況によっては中止の 券︵千円︶をお贈りします
まで︒ 日必着︒※当 場合あり︒申し込みはオア ︿敬称略﹀▽北村里実︵御
com
選の発表は賞品の発表をも シス０７２５・ ・５７４ 池台︶▽肥塚優奈︵池尻中︶
▽眞鍋朱凛︵山本東︶
って代えさせて頂きます︒ ３
４月 日号のクロスワー
申し込みは︑受け付け専
ド 正解は﹁ショウワノヒ﹂
用電話に電話番号︑氏名︑
でした︒次の３名にギフト
参加希望メッセージを残す︒
券︵千円︶をお贈りします 今月中旬に発送します︒
０９０・７１０８・７１９
シニアのボランティアサ ︿敬称略﹀▽池尾洋子︵く
９︵北野さん︑受付時間９ グループ・サザンＶネット
時〜６時︶
が主催する﹁うたごえ広場﹂
が２年ぶりにビッグアイで
﹁歌カフェ﹂
開催
本格再開される︒同広場は︑
生演奏で懐かしの歌などを
参加者みんなで歌い楽しむ
16

和泉中央で 日
ソプラノ歌手で和泉市音

18

さやかホールで６月 日︑
イギリスで人気の三姉妹フ
ジタ・ピアノトリオのピア
ニストとチェリストによる
﹁フジタ・アフタヌーンコ

57

28

チケット販売中︒
音楽を志す学生や子ども
のために特別親子チケット
を３組にプレゼント︒ハガ
キに住所・氏名・電話番号
を記入の上︑〒５９０ ０
堺市南区竹城台３

１０５

日すまいるセンター
日１時 分〜２時 分︑
桃山台のすまいるセンター
で︑相続セミナーが開催さ
れる︒テーマは﹁初めての
相続の話﹂
︒
講師は相続コン
サルタントの北野靖さん︒
相続の不安や悩みについて
考える︒参加費千円︒先着
５人︒

相続セミナー

−

45

りやすく解説▽第２部＝３
時 分〜４時 分に﹁相続
10

日２時〜４時半︑ビッ
グアイ小研修室５で第 回

40
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スは自動受信設定のこと︶
︒

20

ンサート﹂を開催︒小ホー
ルで４時開演︵３時 分開
場︶
︒
国際コンクールなどを多
数受賞している藤田めぐみ
さん︵ピアノ︶と藤田ほの
かさん︵チェロ︶がクラシ
ックの名曲を披露︒ベート
ーベン﹁月光ソナタ﹂
・バッ
ハ﹁Ｇ線上のアリア﹂
・ブラ
ームス﹁チェロソナタ第１
番﹂など︒また藤田さんの
しょうじ
親戚にあたる宇都宮笑爺さ
ん︵三原台３丁︶が︑スク
リーンを使った紙芝居﹁く
もの糸︵芥川龍之介︶
﹂
で語
り手をつとめる︒藤田さん
姉妹によるオリジナルＢＧ
Ｍ演奏も︒

司法書士によるセミナー

相続登記と家族信託

15

21

21

25

15

41

対策に効果的な生命保険の
活用方法﹂
︒
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︒ 日は大
阪泉北合同事務所︵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︶
︒
０７２５・ ・
６０２５
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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〜
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︑
相続土地国庫帰属制度と家
族信託を事例を使って分か
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