ゆずり葉だより 春・第 59 号

平成２2 年 4 月 1 日
活動局

活動局
予告

逆瀬台自治会

予告

逆瀬台桜まつり

シネマシアタークラブ

４/１１( 日 )

俳句・川柳の短冊を桜の枝に吊るした、
風情ある満開の桜を楽しみませんか。
日時 ４月１０日（土）１１時～１６時
雨天の場合、 １１日(日）順延
場所 逆瀬台４丁目公園
催し 俳句の会、野点お茶会、男性・女性
コーラス
売店 お花見弁当、ビール・酒類、団子など
「夜桜観賞」 ４月 ３日(土)～１１日(日）
点灯時間：午後６時３０分～９時３０分

天使と悪魔

５/ ９ ( 日 )

ナイトミュージアム ２
グリーンハイツ集会室

６/１３( 日 )

ナショナル・トレンジャー
パークマンション集会室

開場 12：30 開演 13：00 ～
入場無料
問合せ 千秋(せんしゅう)TEL 71-4468 まで

光ガ丘クラブ

夜桜の集い 光ガ丘２丁目公園
４月 ４ 日（日）１８時～
里山ハイキング＆バーベキュー
５月２３日（日）１０時～
場所 ： 光ガ丘２丁目公園 ・ 自治会館
映画シアター 光ガ丘自治会館
４月１８日（日）１３時～ ｢伊豆の踊子」
６月２０日（日）
「雨に唄えば」

光ガ丘クラブ

映画シアター

光ガ丘自治会館

２月１３日（土）１３時
から｢少年Ｈ」を開催し
ました。バンクーバー
冬季オリンピックの開
会式と重なり、観客は
少なかった。

逆瀬川マンションに
ピンポンクラブ

コミュニティルームの
映画シアター

白瀬川のホタル
昨年は５月下旬
から６月上旬に少
なかったですが、
ホタルの飛び交う
姿に出会うことが
できました。
今年は？ 楽しみ
です。

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

新鮮野菜：
｢岡山 津山の上垣」
こだわり菓子：
｢宝塚けやきの里」
毎週土曜日午後２時～
こだわり豆腐：「味八喜多」

＊逆瀬川マンションＢ棟集会室前にて販売

エコキャップ運動について
逆瀬台小学校 ゆずりは会
ゆずり葉まつり部 担当
エコキャップ運動にご協力下さいましてあり
がとうございます。
＊＊＊ お願いです

＊＊＊

・ペットボトルキャップはきれいに洗ってく
ださい。
・逆瀬台小学校のコミュニティルームの廊下
または展示室の回収ボックスへ入れてくだ
さい。
＊展示室は下記地図をご参照＊
（学校やＰＴＡからは取りに参りません）
・地域の方から、近所の子供に託すことは、
ご遠慮願います。
～～エコキャップ運動とは？～～
ペットボトルのキャップを集めて「世界の発展
途上国の子供たち」にワクチンを贈る運動です。
校門

665-0051

毎週金曜日午前 11 時半～

＊逆瀬台小学校南館１階＊
ＷＣ

逆瀬川マンション
阪急逆瀬台マンション
のピンポン

体育館

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

みなさまの健康を願って出張直販

保健室

５年間保護 ワックス不要 水洗いだけ

逆瀬川マンション自治会

展示室
放送室

グラスコーティング

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

職員室

ボディー

日時：４月
日時：
月 ９日(金)・
日(金)・２３
２３日(金)
日(金)
５月１４
１４日(金)・
日(金)・２８
２８日(金)
日(金)
６月１１
１１日(金)・
日(金)・２５
２５日(金)
日(金)
１０:３０
１０
３０～１６
１６:３０
３０
野上児童館から出前します

校長室
事務室

安い 早い きれい 丁寧に直します

地域交流スペース（多目的ホール）

下足室

愛車のキズ ヘコミ修理

昨年末、逆瀬川マンションに念願の集会室
が完成し、逆小校区スポーツ活動推進協議会
「スポーツクラブ 21 ゆずり葉」から卓球台を
寄託されたことを契機として、この程逆瀬川
マンション自治会ボランティア「ピンポンク
ラブ」が発足した。毎週水曜日と土曜日の午
後１時から４時まで練習し、逆瀬川マンショ
ンの住民は勿論のこと、その紹介があれば他
からの参加も歓迎している。
参加費は１回１００円です。
詳細は世話役の福島啓介 (TEL 74-5141）
へお問い合わせを。
因みに、コーチを務められている福島さんは、
関西学院大学卓球部の出身で、西日本大学選
手権大会六位までいったこともあるベテラン
です。

◊ 編集後記

３月 日に行われた「県
民交流広場交流会」の後、
某ネット管理者から次のＥ
メールを頂いた。
『本日は阪神北県民局の
発表ご苦労様でした。県民
交流広場コミュニィ賞を受
賞されるだけあって、パワ
ーポイントの作成、立派な
新聞づくりと驚くことばか
りです。とくに参考に目を
引いたのが活動者登録届の
提出等の一連の書類提出で
す。今後の運営に参考にし
たいと思います。ますます
の活躍をお祈り申し上げま
す。』 以下略
13

お知
逆瀬台ミニ児童館
らせ
場所：逆瀬台デイサービスセンター２階

逆瀬台マンション２Ｆ集会室

活動局
予告

活動局
報告

(4)

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～

運

動

場

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。

