ゆずり葉だより 夏・第６０号

平成２2 年 7 月 1 日

(4)

夏 お祭り ゲーム ビール 行こう行こう 踊ろう踊ろう 夏 ジュース みんなで 焼きそば 枝豆 行こう行こう 踊ろう踊ろう みんなで ワイワイ 太鼓が聞こえる 歌おう歌おう 夏まつり夏まつり夏のお楽しみ、なつまつりが
逆瀬台自治会

第１５回 逆瀬台夏祭り

デイサービスセンター

お父さんは焼き鳥と生ビール？
お母さんは焼きそば？たこ焼き？
魅惑のハワイアンやフラダンスも楽
しみです。
また、とにかく安くて掘り出し物のバ
ザーも大人気！！
子供たちは射的やダーツ・スーパー
ボールすくいなどゲームに夢中。
みんなで来てね！

日時：８月２２日（日）
午後４時半～７時半
場所： 白瀬川第三公園
輪投げ、ボール投げ等のゲーム
みんなで歌おう
（コーラス）
綿菓子・ジュース・ビール他
飲み物販売。
西谷の野菜、バザー、
花火大会（７時〜）
もあるヨ！
！

開演 13：00 ～
入場無料

(日)

ナショナルトレジャー２

西山住宅集会所

８/ ２２

００７カジノロワイヤル

アヴェルデ集会所

９/１２ ０ ０ ７ 慰 め の 報 酬
(日)

逆瀬台マンション集会所

(日 )

問合せ 千秋(せんしゅう)
TEL 71-4468 まで

～前夜祭～

飲み物、食べ物の販売
たこ焼き・焼きそば食べに来てね！

８月１９日(木）雨天２０日
光ガ丘２丁目公園にて

逆瀬台ミニ児童館

◊ 編集後記

広 報 委 員を 募集 して い ます 。 組 織 活 動 の 透 明 化 に
「ゆずり葉だより」の編集と「ブログ」の更新作業をボ
ランティアで楽しくやりましょう。初心者でパソコン
に興味をお持ちの方、入力のお手伝いをお願いします。

グラスコーティング

地域交流スペース（多目的ホール）
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野上児童館から出前します

日時：８月２０日(金)
午後５時15分～７時45分
場所：Ｃ棟１階中央玄関前
（雨天時Ｃ棟１階ロビー）

問合せ：７６－４５０１

職員による出店や盆踊り・よさこい
ご家族お揃いでお越し下さい。
講演会 『健康について(仮）
』
講師：桜田 敬子 氏
（健康運動指導士・全国ラジオ体操
連盟指導者）

８月２５日（水）１４時～

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

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

代表 石坂弘文 光ガ丘１丁目３－１６

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～

宝塚エデンの園C棟４階グリーンホール
参加費：1,000円（地域会員の方は800円）
健康増進や介護予防について、実技を入
れながらわかりやすくお話いたします。
（上記内容は変更の可能性がございます
ので、直接お問合わせ下さい。）
ゆずり葉プラザ会員募集中！！
●文化教養講座（800円）
●ロビーコンサート(月１回)
●ビデオ上映会(週１回)etcに参加いただけ
ます。
年会費：1500円
申し込み：76-3830(月～金) 10時～4時

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

宝塚エデンの園

場所：逆瀬台デイサービスセンター２階

５月末の警報発令の大雨で、どこかへ流され
て行ってしまったのではと心配していた白瀬
川のホタルが、今年も無事光ってくれました。
白瀬橋の欄干から、幻想的な乱舞が見られま
した。

１マス１万円

かき氷・ジュース無料！！

『崖の上のポニョ』

発表会には、 逆瀬台小
の井東校長、 青木教頭
が応援に駆けつけてくれ
ました。

広告募集！

Ｂ棟集会室周辺
手品ショー
ビンゴゲーム

野外シアター

子どもいけ花教室が、 原則毎月第３土曜日、
アヴェルデ集会所２階で開催されています。

５年間保護 ワックス不要 水洗いだけ

TEL

日時： ８月２１日（土）
午後５時～８時
場所： 逆瀬川マンション

やぐらを囲んで踊れ踊れ！
！
三世代の輪が広がる、夏のひとと
きです。

～伝統文化～

安い 早い きれい 丁寧に直します

665-0051

なつまつり 2010

日時：８月２１日（土）雨天２２日
午後６時～８時半
場所：光ガ丘２丁目公園

ゆずり葉いけばなこども教室

愛車のキズ ヘコミ修理
ボディー

逆瀬川マンション

樽〈生ビール〉もご用意♪

シネマシアタークラブ

７/１１

逆瀬川マンション自治会

光ガ丘 盆踊り大会

グリーンハイツ夏祭り

日時：７月３１日（土）
午後５時～９時
場所：せいれい逆瀬台

開場 12：30

光ガ丘クラブ

グリーンハイツ自治会

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。

