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「逆 瀬台 文化 祭」が開 催！
第 8 回「逆瀬台文化祭」は 11 月 28 日 ( 日 ) 好天気に
恵まれ、約 500 名の来場者で盛況裡に終了しました。
地域住民の手作り作品を集めた展覧会、お茶席での香
り高いお点前、逆瀬台在住のプロの音楽家の競演（ボ
ランテイア出演）などを通して芸術・文化の秋を満喫
し、地域の親睦と交流を図ることが出来ました。
逆小児童有志他

逆 瀬台自治会

好天気に恵まれ約 500 名の来場者で盛況

フィナーレ

昨年は、新型インフルエンザ流行の所
為で中止となった、
「逆瀬川グリーンハイ
ツ自治会」と「白瀬川両岸集合住宅協議
会」とで共催する『恒例・歳末もちつき
大会』が、今年は復活して１１月２３日
（火曜・祝祭日）盛大に開催された。
心配された前日からの雨も明け方には
止み、朝８時に集合した皆は準備に取り
掛かったが、猛烈な風に見舞われてテン
トの建て方をやむを得ず中止することに
なった。それでも７０㎏ものもち米を蒸
し上げて午後２時には、３５臼を無事に
搗き上げることが出来た。500 人を超え
る来場者が、おぞうに・ぜんざい・きな
こ・おろしのお餅に舌鼓を打ち、搗きた
ての白餅を５パック１０パックと買い込
んで帰られる方が多かった。

広報部

第５次宝塚市総合計画も決まり、いま
市民は何をなすべきかの問いかけにつ
いて 号を編集いたしました。引き続
いて校区の活性化を祈願しています。

◊編集後記

シネマシアタークラブ

入場無料 開場１２：３０ 開演１３：００～

通行にご注 意ください
宝塚西山住宅では平成２３年１月から
当分の間、大規模修繕工事を行います。
それに伴い工事用車両が出入りし、また
敷地内通路を掘り返す工事も行われます
ので、通行される際は現場の指示に従い
気をつけてお通りください。

安い 早い きれい 丁寧に直します
ボディー

恒例・歳末もちつき大会復活する

予告

愛車のキズ ヘコミ修理
グラスコーティング

５年間保護 ワックス不要 水洗いだけ

１/９ （日） 沈まぬ太陽 逆瀬川マンション
２/１３（日） シュリ
グ リ ーンハ イ ツ
３/１３（日） Ｔ．Ｒ．Ｙ
逆瀬台マンション
問合せ 千秋（せんしゅう） ＴＥＬ71-4466

逆 瀬 台ミニ児 童 館
場所 ： 逆瀬台デイサービスセンター
２階多目的ホール
日時 ： １月１４日 ( 金） ・ ２８日 ( 金）
２月２５日 ( 金）
３月１１日 ( 金） ・ ２５日 ( 金）
１０ ： ３０～１６ ： ３０
野上児童館から出前します
問合せ ： ７６－４５０１

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
リンクへ……

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

他の地域の皆さま

子供や家族に迷惑をかけたくない！
『ピンピン、コロリ願望』の達成に近い
ところにある≪ゲートボール ゲーム≫

報告 芸術の秋、逆瀬台感動の一日
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隣接する裏山の紅葉をバックにプレーする人たち

！
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(1)

(4)

１面、２面に関連記事

(2)

サロン・ド・逆瀬台
逆瀬台自治会 福祉部が実施
毎月第１月曜日午後
青葉台逆瀬台自治会館

(3)

チャチャチャサロン
光が丘福祉活動委員会で実施
毎月第３土曜日午前
光が丘自治会館

(4)

遊楽里・西山
西山団地の有志で実施
毎月第２水曜日
西山団地集会室

(5)

ゆずり葉健康カラオケサロン
ゆずり葉コミュニティで実施
毎週水曜日午後
デイサービスセンター ２階

(6)

ゆずり葉シニアサロン
ゆずり葉コミュニティで実施
毎週月・木・土曜日
阪急逆瀬台マンション集会室

(7)

逆瀬川マンションふれあい喫茶
逆瀬川マンション自治会で実施
毎週火曜日午前中
逆瀬川マンション集会室

ゆずり葉ハッピータイム
ゆずり葉地域の有志で実施
月１回 場所は月毎に、参加
者宅を持ち回り

アヴェルデサロン
アヴェルデで
毎月１回実施
アヴェルデ集会室
(8)

新春・第６２号

逆瀬台地域のサロン

ゆずり葉だより

平成２３年 1 月 1 日

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～

「周りの誰にも負担をかけず、人生を最後まで
楽しみたい。」を実現させる一つの方策がゲー
トボールではないかと思っております。１１月
２２日の『産経新聞』の広告欄に載った記事を
参考に、次のようなことを考えてみました。次
の４か条が「願望」の達成になると記事は主張
しています。
１．毎日１万歩を目標にして歩く。
ゲートボールではどうでしょう。光ガ丘ゲー
トボール部は毎週月曜日、水曜日の午後１時
より３時半ごろまでゲームをしています。約２
時間半の間、
立ちっぱなしでしばしば腕を振り、
歩き、かがみます。仮に１万歩歩くには、時
速３ｋｍで１歩が役３３ｃｍとして３ｋｍ
÷０．
３３ｍ＝約１万（歩）とす れ ば、ゲート
ボールの約２時間半は１万歩×２．
５＝２．
５万
歩ですよ。１週間に延５万歩も歩くのと同じ
運動量のゲートボールのすばらしさを解って
くださるでしょう。
２．自分で出来ることは自分で、の習慣をつける。
ゲートボールはあくまでもスポーツですから
自分で自分の身体を動かさなければどうしよ
うもありません。チームで行なう集団ゲーム
ですから様々な場面で、自分が責任を果たさ
なくてはならない場面が連 続して有ります。
まさにこの第２条にぴったりはまるスポーツ
がゲートボールです。
３．クヨクヨせず、前向きな考え方をする。
３０分間、緊張し、積極的なプレイを要求さ
れます。少しの失敗でクヨクヨしていたので
は、ゲームが成り立ちません。ゲームに勝つ
ことを目的に力 い っぱ い 頑 張 ってこそ、後
で味わう達成感は「素晴らしい」の一語につ
きます。
４．社会との接点を保ち、常に交流を図る。
前の３ヶ条で述べましたが、これはチームプ
レイです。相手チームとも交流します。そこ
には会話があり、微笑み合いがあり、喜び合い
があります。さらには、より技術の向上を目
指す工夫が行なわれます。スポーツですから
試合の後では、互いに相手チームを称えます。
如何でしょう。ゲートボールに参加なさいませ
んか。
【光ガ丘老人クラブ ゲートボール部
問合せ：徳高 TEL７１－９０７４】

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。

