ゆずり葉だより 春・第５5 号

平成２１年 4 月 1 日

活

動

逆瀬台桜まつり
主催・逆瀬台自治会
満開の桜を愛でながら、野点お茶会
男声・女声コーラスなどを楽しみませんか。
日時
４月１１日（土）11 時～ 16 時
雨天の場合、12 日（日）に順延
場所
逆瀬台 4 丁目公園
催し
野点お茶会・男声・女声コーラス
俳句・川柳の短冊を桜の枝に吊り下げ
売店
お花見弁当・お酒類・コーヒーなどの
飲み物・団子などの販売

また、夜桜も楽しめます（4 月 4 日～ 12 日）

シニアピンポンは、週 3 回午後～
ふれあい喫茶は、月１回午後～
毎回 15 名前後の参加があります。
3 月のシニアサロンでは折り紙を使った手作
りのお雛様を飾り、おぜんざいをみんなで頂き
ました。4 月は夙川へお
花見に行く予定です。心
と身体の健康維持を目指
して活動しています。
問い合せ：伊籐 71-9204
阪尻 71-2803

日時： ４月１０日（金）・２４日（金）
５月 ８日（金）・２２日（金）
６月１２日（金）２６日は休み
足のしびれをガマンガマン

●子供茶道教室は、毎月第 1 土曜 10 時～
光ガ丘自治会館にて

体操は火・木・土

●夜桜の集い 4 月 11 日（土 )18 時～
●里山ﾊｲｷﾝｸﾞ＆野外ﾊﾟｰﾃｨ
5 月 17 日（日）10 時～
いずれも

光ガ丘 2 丁目公園

年々白瀬川のホタルも有名になってき
て、多くの見物客を迎えています。例年６
月１日頃からでしたが、昨年は暖冬で５月
２４日頃から見られました。今年は昨年以
上の暖かさで、２週間位早まるかもしれま
せん。白瀬川両岸集合住宅協議会
白瀬川両岸集合住宅協議会では、足
元の草刈りをしてお待ちしています。
ほ～ほ～ホ～タル来い～

ＬＩＮＫ
私たちの地域の
内装工事・リフォーム
のご用命は
リンクへ……
リンク

保険修理及び大破損修理します
見積無料 代車無料 引取納車可
665-0051

宝塚市高司５丁目３－４

宝塚自動車
0 7 9 7-71-15 8 9

有限会社
TEL

代表 石坂弘文 光ガ丘１丁目３－１６
広告募集！

１マス１万円

第２地区の野上児童館は昨年１１月
オープンしました！！

クロス張替え・水周り設備工事
オーダーカーテン・大工工事
フローリング等床工事 その他
お電話を頂けば、すぐに
お応え致します。
有限会社

リンク

ＴＥＬ ０７９７－７７－８７６８
ＦＡＸ ０７９７－７７－８７６９
〒665-0024 宝塚市逆瀬台２-７-30-708

～広告のご協力をお願い致します～

写真提供
聖隷福祉事業団

ゆずり葉散策路整備活動のご案内
定期：毎月第１金曜日 8:00 ～
随時：毎月１０日間程
集合場所：ステーキハウス樹から入る
西山住宅北側白瀬川堤防
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可愛いお花が勢ぞろい

地域福祉学習会

５年間保護 ワックス不要 水洗いだけ

問い合わせ：７６－４５０１

文化庁委嘱事業
『伝統文化
いけばな子ども教室』

グラスコーティング

すべて１０：３０～１７：００

野上児童館から出前します。

太極拳は月・水・金

平成 11 年度から毎年、６月下旬、屋外での
ガーデニングと、11 月下旬、屋内でのフラワー
アレンジメントを継続実施しています。新規
参加希望者は、前も
って申し出ていただ
ければ、チラシを配
布いたします。
TEL 72-5644 中村まで

安い 早い きれい 丁寧に直します

場所：逆瀬台デイサービスセンター２階
地域交流スペース［多目的ホール］

宝 塚 高 校との
ガーデニング講 習 会

愛車のキズ ヘコミ修理
ボディー

１月１０日、子供茶道教室初釜がありました。

逆瀬台のマンション群も高齢
化が進んでいます。この地域を
担当している民生委員５名と民
生協力委員９名が社協の助成金
を受け、年に一度「学びの場」
「地
域のつながり」を目標に学習会
を開いています。去る１月 日、
グリーンハイツ集会所にて
第三回が開催
されました。
沢山の方々の
参加があり、
防犯漫才にも
大爆笑の渦。
顔のおシワが
増えたかも・・・。

５-６４４中村まで
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◊◊ 編集後記

昨年 月 日 月
( に
) 行われ
ました宝塚市
「まちづくりフォー
ラム」は、初めてネットＴＶ・
ライブ中継をしました。その記
録撮影は、当会広報委員が担当
となり、光ガ丘の黄地自治会長
と田村さんがビデオ撮りをしま
した。先日、そのＤＶＤができ
ましたので、ご覧になる希望者
は、貸し出しますから申し出て
ください。
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せ

平成 年に始まった子ど
ものいけばな教室。会場と
なっているアヴェルデ集会
室で２月 日作品展があり
ました。

白瀬川クリーンハイキング再開
今年度、旧東・西逆瀬台ブロックの廃止に伴っ
て中断していましたが、この度「白瀬川両岸集
合住宅協議会」の発足と共に、昨年 12 月 23 日
（祝）再開し、この 3 月 15 日
（日）にも開催した。春の日差
写真
しの下、約２０名が河原に下
りてゴミを拾い集めた。

ら

逆瀬台ミニ児童館

白瀬川のホタル

白瀬川両岸集合住宅協議会

TEL

光ガ丘クラブ

ＡＭ 8 時半～ 9 時半

於：逆瀬台マンション集会室

知

お

局

●光ガ丘 2 丁目公園では体操・太極拳

ゆずり葉シニアサロン

(4)
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あなたの法律パートナー
ご相談下さい
● 将来もし認知症になったら財産管理
はどうしょう？
● 認知症の父の不動産を売却して
入院費に充てたいが勝手に処分
していいのかな？
など高齢者やその家族が困ったり不安に感じて
いることについて相談を受けます。

相 続 登 記・遺 産 分 割・贈 与
公正証書 遺言の作成等の相談
子 供たちが自分の相 続のことでも めて 欲しく
な いが予防 策は？
贈与 （夫婦間 ・ 親子間） ・ 財産分与 ・ 売買等による登記

司法書士
TEL

岡本祐加子（逆瀬台６丁目）
０７２－７４０－３９００

広告料金はコミュニティ活動の貴重な資金になっています。

