平成２１年 7 月 1 日

活動局

ゆずり葉だより 夏・第５６号

逆瀬台夏祭り

予告

第１４回

活動局

逆瀬台夏祭り

時：７月２５日(土)午後５時～９時
所：逆瀬台デイサービスセンター

ステージ：ハワイアンバンド・フラダンス
三田フラワー太鼓
会 場：各種の夜店・子供ゲーム館・バザー
＜車でのご来場も可能です。＞

活動局

逆瀬台桜まつり

報告

今年の桜は本当に
Wonderfulでしたね。
あちこちに花見に出
かけられたことでしょ
う。日程上当初は、葉
桜の中での祭りになるか
と思われた「逆瀬台桜まつ
り」も、咲き始めてから『何月？』と思わ
せる程の冷え込みが来たりして、４月１１
日の当日は、これでもかという程のぽかぽ
か晴天。満開の桜の中、さわやかな風が枝
の俳句短冊を揺らせま
す。たくさんの人達
が待ちかねたように
４丁目公園に集ま
り、コーラス･お花見
弁当･野点お茶会を楽
しみました。

活動局

シネマシアタークラブ

予告

7/１２
（日）

崖の上のポニョ

逆瀬台住宅集会室

８/３０
（日）

トランスフォーマー

アヴェルデ集会所２F

入場無料！

いずれも１３：００～

コミュニティも新会則にての
運 営 、１年 が 過 ぎ ました 。様
々 な グ ル ー プ が 活 動 を して い
ます 。あな たのや りたい事は
何です か やってみようと 思
う 事は 何で す か？ぜひ『この
指と まれ 』の指を 立てて みて
ください。
編集委員
?

◊◊ 編集後記

座席に限りがありますので、今回より、申し込み制に
なりました。７１－４４６８ 千秋（せんしゅう）まで

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

すべて１０：３０～１７：００

野上児童館から出前します。

問い合わせ：７６－４５０１
お知らせ

日時：８月２３日（日）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

（逆瀬川地域包括支援センター）

参加費無料、スラックス着用、タオル持参
光ガ丘クラブ

報告

５月17日の｢ハ
イキング＆バー
ベキュー｣は、
残念ながら雨
天中止になり
ましたが、用
意した食材を活
用して、会員家庭
の｢ふれあい訪問｣に料理をお届け
しました。料理は主にチキンの燻
製です。この日が待ち遠しかった
子供たちも、野外料理場へ向かい
ました。福祉活動委員会からも６
人の応援があり、野外で炊飯や下
ごしらえや配布用の盛り合わせに
大活躍で、ありがたい事です。光
ガ丘老人クラブには、体力的に行
事には参加できない会員もあり、
高齢化の進む地域ですので、「ふ
れあい訪問」を大切にしていま
す。
宝塚エデンの園

申し込み：76-3830
(月～金) 10時～4時

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
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～

グリーンハイツ夏祭り

逆瀬川グリーンハイツ自治会主催

日時：７月１１日（土）ＰＭ２時～３時
場所：光ガ丘自治会館
講師：理学療法士 岩橋順子さん

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

８月１４日（金）・２８日（金）
９月１１日（金）・２５日（金）

光ガ丘老人クラブ主催

職員による出店や盆踊りが盛り沢山
です。ご家族お揃いでお越し下さい。

５年間保護 ワックス不要 水洗いだけ

日時： ７月１０日（金）・２４日（金）

『老化予防体操とお話』

●文化教養講座（800円）
日時：８月１９日(水)
●ロビーコンサート(月１回)
午後５時30分～７時45分 ●ビデオ上映会(週１回)
etcに参加いただけます。
場所：Ｃ棟１階中央玄関前
（雨天時Ｃ棟１階ロビー） 年会費：1500円

グラスコーティング

地域交流スペース［多目的ホール］

やぐらの周りを子供も大人も音頭に合わ
せて踊り、作る輪。
夏のひとときを三世代で楽しもう。
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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

日時：８月１５日（土）ＰＭ６時～９時
雨天翌日に順延
場所：光ガ丘２丁目公園（自治会館横）

ゆずり葉プラザ
会員募集中！！

安い 早い きれい 丁寧に直します

お知らせ

光ガ丘自治会主催

お知らせ

愛車のキズ ヘコミ修理
ボディー

光ガ丘クラブ

予告

光ガ丘盆踊り大会

逆瀬台自治会主催
今年も魅惑的なハワイアン演奏やフラダンス、
勇壮な和太鼓を聞いて夏の一夜を楽しみませんか

日
場

(4)

～今年もホタルが来てくれましたね～
今年の白瀬川のホタルは、例年のような
乱舞がみられませんでした。菅野初美さ
ん（逆瀬川パークマンション）は毎夜散
歩がてらに観察されましたが、５月下旬
からちらほら見られたものの草むらに
ひっそりとしていて、６月上旬も終わりに
近付いてかなり多く
近付いて
かなり多く飛んでいたそうです。
飛んでいたそうです。
それにエネオスの裏がさっぱりで、白瀬橋
の付近に比較的多く出ていたそうです。カ
ワニナが上流を目指して移動したのかもし
れませんね。
れませんね

パソコンの家庭教師
●
●
●
●
●

パソコンに写真を取り込みたい。
デジタル一眼レフカメラの使い方は？
パソコンで絵はがきを作りたい。
ビデオ編集をやってみたいのですが。
パソコンで新しいことに挑戦したい！！
初心者の方にも丁寧に指導いたします。
（不登校のお子様への指導も行っています）

皆さんのやる気をお待ちしています！

RunProject ラン・プロジェクト

http://www.jttk.zaq.ne.jp/runproject/
宝塚市逆瀬台５丁目６－１４
TEL
080-1419-9876

E-mail：runproject@jttk.zaq.ne.jp
-mail：runproject@jttk.zaq.ne.jp
担当：小笠原（おがさわら）
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。

