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★次号にご期待➡和泉市で「なんでも鑑定団」
、出品者募る。

みねむら てっしょう

▼堺市長選は大
阪維新の元府議︑
永藤英機氏が勝利
した︒しかし︑な
んとも微妙な結果
だと思う︒永藤の
得票数は約 万８
千票︒前回︑前々
回の市長の大阪維
新の得票数とほぼ変わらない︒
いや︑むしろ減っている︒今
回は投票率が ・ ％とかな
り低かったせいもあるのだろ
うが︑そもそも︑なぜこんな
に投票率が低いのか︒維新と
しても︑とても手放しでは喜
べない結果ではないか︒
︵山本裕︶
▼柑橘類が好きだ︒ただ︑
皮をむくのが面倒くさい︒手
でむくのもしんどいし︑包丁
を使うのも一苦労︒沸騰した
お湯でゆでたあと氷水につけ
ると簡単にむけると聞き︑半
信半疑で試してみると︑分厚
い皮も白い部分も簡単につる
んとむけた︒加熱することで︑
皮と実をつなぐ役割のペクチ
ンが分解されるためむきやす
くなるのだとか︒また︑ワッ
クスや残留農薬を落とすこと
ができるそうだ︒さっぱりと
した柑橘類がうれしいこれか
らの時期︑思う存分楽しめそ
︵髙見︶
うだ︒
▼富田林市に新しい市長が
誕生した︒お話できる機会が
あり︑家族で新市長を訪問し
た︒学生の図書館や公民館の
利用実態︑公園の利用方法な
ど︑日々の疑問点や要望を丁
寧に聞いてくださり︑市長か
らは今後の課題や改善点を話
していただいた︒問題点は職
員と確認し︑後日連絡をして
くださるとのことだ︒箱物の
有効利用と文化的な発展に期
︵川﨑︶
待したい︒
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★配布状況や折り込みの問い合わせはコムネット☎072・296・6969

月〜金曜営業
9：30〜5：30にどうぞ

★次号は５月16日
（木）
発行。９日は休みます。

老朽化が進む泉北の地域会館

建て替え困難な所も

橋の﹁もみじ橋﹂が建物２
階と一体化しており︑建て
替えを行うにはいったん歩
道橋の一部を撤去する必要
がある︒別の場所に建て替
えようとしても︑用地の確
保が難しいという︒

れ︑多くの場合︑センター

どが難しい地区があるとい
う︒
その一つ︑若松台の地域
会館は︑老朽化のため建て
替えを望む声が以前から上
がっている︒しかし︑歩道

構造上の理由で建て替えな

で通学路にもなっているこ
とから︑簡単には通行止め
にできない︒
このほか︑宮山台のよう
に地域会館が交番と一体に
なっているため︑工事を行

には︑地下道を通行止めに
することも必要となる︒し
かし︑地下道は緑道の一部

また︑晴美台の地域会館
も建て替えを求める声が上
がっているが︑地下道の上
に建っており︑工事を行う

改修や建て替えの妨げにな
内に地域会館が建てられて
いる︒街開きから 年以上
が経ち︑地域会館も老朽化
してきたことから︑会館の
改修や建て替えを検討して
いる地区も多い︒ところが︑

歩道橋や交番などと一体化
泉北ニュータウンは︑約
っている︒建て替えには歩
道橋の一部撤去が必要なケ
ースもあり︑堺市も慎重に
対応している︒
ニュータウン内の各地区
には近隣センターが設けら

％減る

万人

栂や光明池も前年比

鉄利用客を合わせると６万
２６５５人で堺東駅の５万
９８５５人を上回っている︒
泉ケ丘駅から和泉中央駅
区間の前年度との増減は︑

７８人︵泉北高速鉄道線の
み利用︶︒和泉中央駅で３万
３２０６人︑光明池駅が３
万４５３人︑深井駅は２万
５８１１人︑栂・美木多駅

泉北高速鉄道の中百舌鳥
駅から和泉中央駅５駅の１
日平均乗降者数の 年度ト
ップは︑４万人を超える泉
ケ丘駅だった︒

うには警察との協議が必要
になるケースもある︒

一方︑槇塚台の地域会館
は 年前に歩道橋の一部を
撤去して︑新しい会館を建

設︒旧地域会館はほとんど
使われずに現在も残ってい
るが︑用地の有効活用のた

め︑地元から撤去を望む声
が上がっているという︒
しかし︑旧会館は郵便局

と一体化しているため︑撤
去するのが難しく︑市は対
応を検討している︒
ニュータウン地域再生室

の古下正義参事は﹁地域会
館についての地元の意向を
確認したうえで︑各部署と
も連携しながら対応してい
きたい﹂と︒ ︹山本裕︺

池駅０・９％減︑和泉中央
駅のみ１・０％増だった︒
光明池のトイレ改修
光明池駅では︑改札内ト
イレを５月 日から６月５
日まで改修︒和式便器の洋
式化︑無水小便器の有水化
などが行われた︒また︑和

泉中央駅はリニューアル工
事中だ︒改札口及び駅窓口
の移転に伴い現在︑コンコ

ースの一部が閉鎖されてい
る︒移転時期は７月下旬を
予定︒
︹横山︺

年を迎える店

や取材で入手した資料など

この間に撮った多くの写真

を設立しました︵５月８日

法人
﹁コミュニティ資料室﹂

るようにＮＰＯ︵非営利︶

受けたものも整理していき

︵いずれも解散︶から譲り

府企業局や泉北タウン財団

依頼が相次ぐことを想定し︑

念行事に展示したいという

団体などが出てきます︒記

︹さらがい︺
です︒

ＮＰＯ法人を立ち上げた訳
本紙の写真だけでなく︑

ます︒なお本紙掲載の﹁今
出しや保存業務に専念でき

と昔﹂では︑皆さんの撮っ

や学校や自治会︑サークル

まもなく

貸し出します︒

を〝わが街の歴史〟として︑

呼び掛けています︒これら

た昔懐かしい写真の投稿を

泉ケ丘駅０・９％減︑栂・
美木多駅０・９％減︑光明
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年前の開発の際︑丘陵地
の地形を生かし︑特色ある
まちづくりをするため︑さ
まざまな工夫が凝らされて
いるが︑そうした工夫が各
地区に設けられた地域会館
50

15

付けで堺市が認可︶
︒

本紙はまもなく創業 年︒

資料室をＮＰＯ法人に

本紙の写真を整理し貸出し

泉ケ丘駅は４万８１１人︒ が１万９４８８人の順︒ち
次いで中百舌鳥駅３万９７ なみに中百舌鳥駅の南海電

0.9
を︑本格的に整理し︑貸し

50

50
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１日平均乗降

50

泉ケ丘駅
一部が歩道橋と一体化し、
建て替えが苦しい若松台地域会館

4.8
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ビッグ バ ン が 周 年
ジした円盤状の４階部分︑
その横にそびえる地上高

后両陛下︵当時は皇太子ご
夫妻︶がご訪問︒名誉館長
の漫画家・松本零士氏が案
内役を務めた︒ご夫妻をひ
と目見ようと︑正面玄関前
の広場や沿道には︑多くの

みを中心に家族連れの利用

もの遊び心をくすぐる︒当
初は︑休日ともなると入館

団体や海外の人が増える
府立大型児童館ビッグバ
ンが︑１９９９年６月 日
待ちの長い行列が︒開館か
ら約４か月後には︑天皇皇
﹁子どもたちに夢と愛を
届けたい﹂と︑オリジナル
劇の公演を行っている劇団

でにぎわう︒近年は訪日客
の増加に伴い︑外国人観光
客が訪れる機会も増えたこ
とから︑ホームページを英
語・中国語・韓国語の３か
国語対応にしている︒
来館した子ども達に︑館
内展示遊具の説明や案内︑
遊び支援などを行っている
ボランティアクルーは現在︑
大学生からシニアまで１３
巻き込む︑楽しい劇が子ど
もにも大人にも大好評だ︒

・ 日に公演
日１時からと２時半か
らは影絵屋さかいによる﹁も
ちもちの木﹂︑ 日１時から
と２時半からはバンバン人
形劇団による﹁三匹のやぎ
のがらがらどん﹂などが上
演される︒
︹浅利︺

５人が登録︒泉北地域の人
も多数活躍中だ︒

来館者に記念グッズ

オープン記念日の 日に
は入館した子ども先着２０
０人にオリジナルグッズを

ち上げた︒今後は︑学校と
も連携しながら子どもにと
って良い方法を模索し︑保
護者の生の声を関係機関に
届けていきたいと考えてい
る︒
次回の活動は 日 時〜
時︒活動は第２水曜・第
４火曜を基本に︑決まった

その保護者が気持ちを共有
して心を軽くできる場をつ
くりたい﹂とグループを立

登校傾向にある子どもと︑

ートを販売中︒

プレゼント︒
６月末までは︑
買った日から 月 日まで
使える︑お得な特別パスポ
︹浅利︺

23

27

ル
kiminomori1125@yahoo.
へ︒
︹浅利︺
co.jp

ら前月末ごろに︑ブログ am
に
eblo.jp/kiminomori1125/
載せる予定︒﹁〜でなければ
ならない︑といった概念を
持たず︑自分らしさを解放
できるスペースにしていき
たい﹂と川辺さん︒子ども
は小中学生が対象︒連絡は
ブログのコメント欄かメー

10

人が詰め掛けた︒
年を経た今も︑幼稚園
や小学校︑子供会などの団
体利用︑そして休日や夏休

遊具の塔に隣接する球形
の建物はイベントが行われ
る﹁こども劇場﹂︒ここに定

のらにょらい＝写真＝は︑
受講生有志が 年に旗揚げ
した︒
メンバーは現在︑ 人︒
毎年１作︑団員が書き下ろ
した脚本に沿って︑大道具
から衣装まで手作りし︑オ
リジナル劇を創る︒客席を

そこで︑保護者として悩
んできた川辺響子さんや︑
同じ立場の人が集まって
﹁不

12

25

の開館から 周年を迎えた︒ メートルの遊具の塔など︑
着陸した宇宙船をイメー 斬新なデザインは今も子ど

期的に出演している︑劇団
のらにょらい︑お話と楽し
く出会う会〝あったとさ〟
︑
影絵屋さかい︑バンバン人
形劇団の４団体は︑ビッグ
バンカレッジ事業として開
催された各種講座の受講生
らが立ち上げた︒

ほっとできる場めざす

は︑行きづらさを抱えなが
ら学校に通っている生徒は
含まれていない︒不登校の
場合には︑堺市教育センタ
ーによる﹁適応指導教室﹂
︵栂文化会館で週２回︶に
通うという選択肢もあるが︑
向き不向きもある︒また︑
通いづらいものの︑不登校
に至っていない場合には︑
家庭しか居場所がないのが
現状だ︒

12

23

ビッグバンこども劇場

53

不登校の子と保護者が共に

14

不登校の子どもの居場所︑ 人︑中学校で５９６人が不
そして保護者同士の交流と 登校という統計がある︵
情報交換の場所を作りたい 年度︶︒しかし︑この数字に
と活動を始めたボランティ
アグループがある︒昨年
月に母親らが立ち上げた﹁き
みの森﹂だ︒南区を中心に
活動しようと︑２月には光
明池周辺で初めて集い︑本
格的に動き出した︒今後︑
月２回継続して活動し︑子
どもも保護者もほっとでき
るスペースを作っていきた

17

光明池で月２回

01

母親ら中心にグループ結成

23

22
23

22

20

20

いと考えている︒
堺市内の小学校で１７９

11

20

講座受講生が活躍
泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY
2019年（令和元年）６月20日

（ ３）

電波を利用して開錠

は︑セダンタイプの車に乗
った２人組の男︵長袖フー
ド付きパーカー︑マスク︶

めていた︑ 代男性の高級
乗用車︵５３０万円相当︶
が盗まれた︒防犯カメラに

いるため︑玄関先に置かな
盗まれた︒

動車︵１８５万円相当︶が
☆☆☆☆☆
電動自転車盗まれる
★★★★

いようにするか︑金属製の
箱に入れておくなどの対策
を﹂と呼び掛けている︒
☆☆☆☆☆
自動車の窓が割られる
★★★★★

４月 日頃︑大庭寺で︑
自宅前に止めていた︑ 代

５月 日頃︑茶山台３丁 女性の電動アシスト自転車
の一般駐車場に止めていた ︵２万円相当︶が盗まれた︒
代男性の普通自動車の左
☆☆☆
後部の窓ガラスが割られ︑
バイク盗まれる
★★★★
インパクトドライバー１本
︵４万円相当︶が盗まれた︒
４月 日夜︑三原台３丁
また︑同時期に︑別の 代 の団地内の駐輪場に止めて
男性の同車種の車も左後部 いた︑ 代女性の原付バイ
の窓ガラスが割られ︑車内
が荒らされた︒
☆☆☆
自動車盗まれる
★★★★
４月 日深夜︑いぶき野
１丁目の一般駐車場に止め
ていた︑ 代男性の普通自

いたことから山下さんは詐

５月 日夜︑南区の高齢
女性宅に︑長男をかたる男
が電話で﹁風邪をひいて体
調が悪い︒携帯を無くした
から電話に出られないので
かけてこないで﹂と言った︒

翌日︑また男が電話で﹁友
人の会社の連帯保証人にな
ったが︑借金を作った友人
が逃げた︒友人の親が﹃家
を売って支払うから︑それ
まで立て替えてほしい﹄と
言っている︒弁護士にも相

オレオレ詐欺で１千万被害

﹁リレーアタック﹂とは︑
リモコンキーと車が互いに
発信している電波を受信し
合い︑犯行グループ内でリ
レー方式で送信し︑車に誤
認させ開錠し︑エンジンを
かけるというもの︒昨年︑
南堺署では︑狙われやすい
車の所有者宅を訪問し︑注
意喚起を行ってきた︒﹁リモ
コンキーは電波を発信して

車盗が確認されたのは初め
て︒

で︑リレーアタックによる

ック︶が映っていた︒南区

が︑玄関先で手を上げて何
かをする様子︵リレーアタ

リレーアタックで乗用車盗む

５月 日深夜︑美木多上
の戸建て住宅の敷地内に止

詐欺を未然に防ぎ感謝状

サミット︵

日・

に携帯電話︵７万円相当︶
を置き忘れ︑ 分後に気付

いたが︑なくなっていた︒

☆☆☆☆☆
コンビニで酒が盗まれる
★★★★★★

４月 日深夜︑竹城台１
丁のコンビニで︑酒２本︵合

計約１７００円相当︶が盗
まれた︒防犯カメラには︑
若い３人組の男が盗む様子
が映っていた︒

☆☆☆☆☆
ソファが傷つけられる
★★★★★

ク︵５万円相当︶が盗まれ
５月 日夜︑あゆみ野４
た︒施錠はしたが︑ハンド 丁目の商業施設内で︑エス
ルロックはしていなかった︒ カレーター近くのソファが
傷つけられた︒
☆☆☆☆
携帯電話が盗まれる
★★★★★

５月２日夜︑高尾３丁の
遊技場で︑ 代男性が︑台

５月７日深夜︑室堂町の
店舗に何者か侵入し︑室内

☆☆☆☆
真夜中に侵入者
★★★
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高齢者の事故

南区では４割

セントに対し︑南区は多い︒

府警各署は﹁この４日間

は︑マイカー利用の自粛︵電

制や検問などにより相当な

また一般道路も︑交通規

通規制の詳しい実施路線は︑

と強く呼び掛けている︒交

運行調整をお願いします﹂

車の利用︶と業務用車両の

渋滞が予想されるほか︑大

大阪府警ホームページで確

になる予定︒

阪市内のホテルは首脳など

︹松林︺
認を︒
通規制が行われる︒

が宿泊のため︑さらなる交

Ｇ
開催

その後︑女性の夫がおか
しいと気付き︑実の息子に
連絡し︑詐欺だったと分か
った︒

あった現金︵１千万円︶を が荒らされた︒
用意︒男は﹁今日︑取りに
行く﹂と言ったが﹁自分は
行けなくなったから︑代わ
りに運転手が取りに行く﹂
４月末での南堺署管内の
と︑近くの店まで呼び出し
﹁○○君のお母さんですか﹂ 交通事故件数は１２７件で
と声を掛けてきた男に現金 昨年より 件減少︒死亡事
故はゼロ︒この内︑高齢者
を渡した︒
による事故が パーセント
︵ 件︶で︑大阪府全体で
の高齢者の事故が約 パー

20

マイカー利用の自粛を
Ｇ

日から
日の４日間︑大阪府警で

日︶開催に伴い︑

は︑これまでに類を見ない
大規模な交通規制を実施す
る︒阪神高速環状線や湾岸

25

25

25

20

30

44

40

線などで︑長時間通行止め

31

欺を疑い︑
スタッフと相談︒
詐欺の被害を未然に防いだ︒

坂口店長が警察に連絡し︑
女性は﹁２億円を受け取る

日︑和泉警察署署

長室で︑特殊詐欺の被害を

ために︑８万円の支払いが

５月

未然に防いだとして︑ファ

必要﹂などといったメール

40

20

44

40

談した︒信用できる親だか
ら払ってほしい﹂などと言
った︒息子が大変な事にな
ったと信じた女性は︑家に
ミリーマート光明池南店の

が送られてきたという︒

山下早香さんに感謝状が贈
られた︒

山下さんは﹁声を掛ける
のを迷ったが︑これは絶対

代

女性が︑８万円の電子マネ

おかしいと思った︒スタッ

日︑来店した

ーカードの購入を申し出た

フとの連携で︑被害を未然

５月

ため話を聞くと﹁友人にあ

に防げてよかった﹂と話し
︹松林︺
た︒

29

20

30

げるため﹂と言ったが︑そ

27 28

56

19

24

30

20

23

10

れまでにも複数回来店して

30

70
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□□□

なでしこリーグ目指す
﹁和泉テクノＦＣ﹂
一昨年︑和泉市に誕生し

優勝すれば全国区の﹁なで の川末真生さんを監督に迎
しこリーグ﹂へ︒６月上旬︑ えチームが発足した︒選手
強敵の大商学園と引き分け︑ は全員︑同企業団地で日中
負け無しのトップを走って 働き︑日が暮れてから和泉
市内のグラウンドに集まり
いる︒
練習に汗を流す︒同チーム

テクノステージ和泉まちづ
くり協議会０７２５・ ・
１３８０
︹横山︺

では現在︑サポーターを募
集している︒問い合わせは

た社会人女子サッカーチー
和泉テクノＦＣは和泉市
ム﹁和泉テクノＦＣ﹂の快 にある企業団地﹁テクノス
進撃が止まらない︒一昨年 テージ和泉まちづくり協議
は３部優勝︑昨年は２部全 会﹂が設立︒全国から生え
勝優勝︒関西女子サッカー 抜きの選手が集まり︑ＡＣ
リーグ１部に昇格した今年︑ 長野パルセイロレディース

■■■

８校の軽音楽部が
泉ヶ丘で野外ライブ

□□□

最高のステージでした︒心
を込めて演奏していたので︑
たくさんの方が耳を傾けて
下さいました︒中には﹃泉
北コミュニティで読んだよ︒
また次も聴くからね﹄と声
を掛けてくださる方も︒こ
れからもフェスを続けて︑
泉北の街と一体になって盛
り上がっていければと思い
ます﹂と語った︒︹杉本︺

□□□

お点前の体験が好評
茶道部が桃山フェスタで
■■■

桃山フェスタで桃山学院
大茶道部が学内の茶室で茶
道体験を行った︒同部は現

ちゃせん

すいせんあん

ました︒好天に恵まれて︑

たにできない体験というこ
とで︑参加者の８割以上が
自分で点てた︒参加者は茶
室に通され︑親子や友達グ
ループごとに座った︒部員
の簡単な説明を聞いてから︑
茶碗の中の薄茶に茶筅を入
れ︑茶筅を小刻みに振って
細かい泡ができるように点
てる︒子供は慣れない動作
在男女 人で活動し︑本格
的な茶室・翠泉庵で裏千家
茶道を学んでいる︒

に悪戦苦闘していたが︑真
剣に取り組んでいた︒
部長の葉山れい子さん
︵法
学部３回生︶は﹁約３００
人も参加してくださいまし
た︒秋の大学祭では︑茶席
を設けます﹂と︒︹杉本︺

日夕方︑テクノス

丁で︑ 代女性が︑友人の

男児がすべり台から転落

５月

テージ３丁目で︑男児が︑
すべり台︵高さ約３メート
ル︶から転落し︑ケガをし
た︒
☆☆☆
イスから転落
★★★
４月 日午前︑若松台３
丁で︑ 代女性が自宅で作
業中にイスから落ち︑頭に
ケガをした︒
☆☆☆☆
介助中に腰を痛める
★★★★★
５月２日午前︑三原台１

丁で︑ 代男性が︑自転車
で走行中に転び︑顔面にケ
ガをした︒

走行中に転び︑右のまぶた
にケガをした︒
５月９日早朝︑桃山台３

５月２日朝︑三原台４丁
で︑女子高校生が自転車で

☆☆☆☆
自転車走行中に転倒
★★★★★

介助中に腰を痛めた︒

70

５月

日昼︑はつが野３

☆☆☆☆
自転車と軽四が接触
★★★★★

５月 日夕方︑檜尾で︑
男子小学生が歩行中に︑普
通自動車と接触して転び︑
左股関節にケガをした︒

☆☆☆☆☆
着地に失敗してねんざ
★★★★★

５月 日夜︑赤坂台で︑
代女性が︑段差を飛び降
りて着地に失敗し︑右ひざ
をねんざした︒

丁目で︑ 代男性が︑軽四
自動車で停車中︑別の軽四

５月４日夜︑あゆみ野１

☆☆☆☆
軽四同士の接触
★★★

丁目で︑男子中学生が︑自
転車で走行中︑軽四自動車
と接触し︑顔面と両ひざ︑
両ひじにケガをした︒

小学生と自転車が接触

30

53

19

50 30

20

25

自動車が接触し︑首と腰に
ケガをした︒

40

14

今回は︑自分で茶筅を使
うすちゃ
た
って薄茶を点てる体験と︑
部員が点てた薄茶を頂く体
験の２種類が用意された︒
通常の茶会ではお茶を点て
て出すため︑自分で点てら
れる機会はほぼ無い︒めっ

20

15

22

今の子がこんな曲よく知っ
てるなぁ﹂﹁この曲︑テレビ
でよく聞くヤツや﹂と︑観
客からの反応は上々︒
南河内スプリングフェス
ティバルは４月 日に開催
される予定だったが︑その
日は悪天候のため中止に︒
いけのうえ
泉北高校教員の池ノ上大輔
さんは﹁南海電鉄さんの御
好意で︑今回いずみがおか
広場で開催することができ

５月 日︑いずみがおか
広場で南河内スプリングフ
ェスティバルが開催され︑
８校の高校軽音楽部が一堂
に会した︒初夏の様に爽や
かな一日で︑多くの観客が
会場を訪れた︒
高校生達は地域の人に喜
んでもらいたいという視点
で選曲し︑ノリノリで演奏
していたため︑﹁懐かしい！
26
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ここは、
ダイエー栂店
６月６日号の解答編
1973年、栂・美木多駅の開業に向けて工事中の様子を
撮影したもの。ダイエー栂店として開業したのは1974
年３月15日。43年間営業していたが、栂・美木多地区
の再開発により2017年７月末に閉店。今年４月26日に
オープンした「トナリエ栂・美木多」１階に「イオン
フードスタイル栂・美木多店」として帰ってきた。
６月11日までに20名の方から応募がありました。(正解
者15名)
正解者の中から抽選で下記の３名の方に千円分のギフ
トカードを差し上げます。
（敬称略）
末吉正樹（いぶき野）溝渕なお子（桃山台）稲葉哲（光
明台）

た。タモリさんは地形や坂だけじゃ
なく古墳も好きなんですね。
（新檜尾
台・K.Kさん）
★小さいときから身近にあった仁徳天

★百舌鳥古市古墳群が世界文化遺産に
登録されることがほぼ決まりまし
た。これを機会に、堺ボランティア
ガイドにお願いして古墳巡りを始め
ましたが、堺にいても知らないこと
ばかりでずいぶん勉強になります
よ。
皆さんにもお勧めです。
（茶山台・
K.Kさん）

る。こちらは年々体も気持ちも弱く
なっている。なんとか体が動く今の
うちに対策をしないと近所迷惑にな
ってしまう。
（晴美台・M.Iさん）
︿赤坂台・Ｊ．Ｉさん﹀

皇陵世界遺産の報道を聞いて、改め
てその歴史や存在について調べてみ
ようと思いました。
（新檜尾台・M.H
さん）

思います。
（庭代台・M.Oさん）
★クロスワードの解答のように庭の雑
草の強さには参ってしまう。抜いて
も抜いても違う種類の草が生えてく

６月６日号の答えは「ザッソウダマシ
イ」でした。上原投手、長い間お疲れ
様でした。
★大阪出身の選手なので、アメリカか
ら帰ってくるときは、ジャイアンツ
でなくタイガースに来てほしかっ
た。本当に引退は残念ですがこれか
らも野球界に携わっていてほしいと

ー。
（原山台・S.Hさん）
★71歳 腰痛を克服すべく腰痛体操や
ストレッチに励んでいます。
（ 高倉
台・C.Tさん）
★子供が年中になり、幼稚園に慣れて
きました。安心しました。
（いぶき野・

★近所の小学校から、元気な声が聞こ

暑い！

異常に多く発生して対策に苦労して
ます。
（赤坂台・M.Oさん）

雑草魂

★クロスワードパズルで分からない事
があるとスマホで検索、便利ですね

T.Dさん）

★一気に暑くなったので植木への水や
りが大変。朝晩２回必要ですが蚊も

〈のぞみ野・Ｈ．
Ｈさん〉

日々のあれこれ

★まだ５月なのに暑くて暑くて外に出
られません。本格的な夏になったら
温度は何度になるのでしょうか。怖
いです。
（茶山台・Y.Yさん）
★夏が来たように暑いですね。今年も
暑い夏だそうでウンザリです。去年
はクーラーを24時間毎日かけまし

えてきます。今どきは会話がすごい
です。大人顔負けです。しっかりし
てます。でも、笑い声はまだまだ子
供。キャッキャ、キャッキャ、ケラ
ケラケ、です。ところでひとつ、気
になる事が…。食事の前後のあいさ
つ、あれはどうにも腑に落ちません。
無理に言わせてるようで…。教育上
これでいいのでしょうね。ですが、
田舎者の年寄りには不自然に聞こえ
てきます…。
（桃山台・Y.Uさん）

★育児の合間のひと休みにコミュニテ
ィをよく見ています。地域の情報が

た。おかげで乾燥による喘息になり
分かるので毎週楽しみにしていま
ま し た。 今 年 も か な あ。
（ 伯 太 町・
す。
（深阪南・N.Fさん）
A.Mさん）
★暑い日のコミュニティの配布をして ★２歳の双子の娘と息子が「タンポポ」
いただいている方に感謝して楽しく
を覚えました。娘は「たんぽぽぽん」
読ませていただいています。
（ 晴美
と言い、息子は「たんぴょっぽ」と
台・E.Kさん）

言ってうれしそう。
（ 原山台・M.Sさ

ん）
★相変わらず詐欺話が多いですね。も
うかる話は絶対他人には言わないか
ら…と息子からクギを刺されている
私。気を付けます。
（ 三原台・T.Nさ
ん）
★今月末に家族で海外旅行に行きます
が、帰国はＧ20の真っ只中。関空は
どうなっている事やら（いぶき野・
M.Sさん）
★孫の運動会へ行ってきました。猛暑
で熱中症が心配される中、とっても
感動的な時間でした。
（茶山台・H.M
さん）
★小学校でプールが始まりました。暑
い の で 気 持 ち い い で す。
（ 竹 城 台・
R.Dちゃん）

（ ７）
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市外局番
おまちがえなく！

て――と電話で女性から。
◎近隣でポスターサイズの印刷を受け
ているお店を１軒ご案内しました。
▲

ら陳情に同行するようなことはしま

話で男性から。
▲

▲

５月31日＝泉北コミュニティ５月30
日号の共聴アンテナを読んで。他の

女性から。
◎ベビーシッターの会社を１軒ご案内
しました。

地域だって色々我慢をしてることが
あるのに、近大のことばかり取り上
げなくてもいいんじゃないの。原山

▲

公園の工事で、緑道の木がどんどん
切られ、通路もガタガタで歩きにく
いし、原山台小学校の解体工事では

５月29日＝５月23日発行の泉北コミ

年見るのは小さい平家蛍です。
（茶山

源氏蛍
５月23日号の答えは「ゲンジボタル」
でした。蛍…長い間見ていない気がし
ます。みなさんは見られましか？
★今年は蛍を見に行っていません。毎

くの公園では、毎年蛍の鑑賞会を開
催しているのでたまには行ってみよ
うかな。
（はつが野・J.Kさん）
★幻想的な光を発す「源氏蛍」は夏の
風物詩。蛍狩りを楽しんだものだ。
井上赳作詞の文部省唱歌がしのばれ
る。
（高倉台・K.Iさん）

５月31日＝原山台のプール建設のた
め、樹木が伐採され整備工事中です

か？――と電話で女性から。
◎不用品の引き取りをされている便利
屋を３軒ご案内しました。

が、いくらかでも計画植樹をお願い
したい――とFAXで。
６月３日＝かかりつけ医が閉院して、
その後も病院が入る予定がないので
困っています。その病院で紹介状を
書いてくれる様ですが、これからは
トナリエの内科まで行かないと。高

６月３日＝どうしてさらがいさんは
近大が来ることに反対するんかなあ。
医学部の病院が泉北にくるなんて夢
のようなことやけどな。公園が小さ
くなっても大きい病院ができる方が

いいけどな――と電話で男性から。
◎私は近大移転に反対していません。
地元三原台の人も反対していませ
ん。反対しているのは、公園をつぶ
すことです。
（さらがい）
★子どもの頃、蛍をカヤの中に離して

齢なので遠くまで出掛けるのが大変
です――と電話で女性から。
６月４日=レモンの植樹をして大き
せんてい
くなってきたから剪定をしたいのだ
けど、分からないから泉北レモンを

やっているところに聞きたい――と
電話で女性から。
◎泉北レモンの街ストーリーの代表者
の方の電話番号をご案内しました。

大仙古墳

みた事があります。幻想的でした。
（原山台・M.Hさん）
５月30日号の答えは「ダイセンコフン」
でした。改めて身近に古墳がこんなに
あるとに驚きました。
︿高倉台・Ａ．Ｏさん﹀

台・A.Nさん）
★子供の頃は、家の庭先で蛍が飛んで
いましたが、最近はめっきり見かけ
ませんね。でも久保惣記念美術館近

◎お大師山は切り崩して現在宅地とな
っており、お堂は残っていません。
６月３日＝漬物石を粗大ごみで断ら
れました。どうしたらいいでしょう

５月30日＝５月の運動会が定着しつ
つある中、５月の気温の30℃超えが
頻繁なら、10月にした方がリスクが
少ないのでは――とメールで。

▲

５月27日=泉北にベビーシッターの
業者ってありますか？――と電話で

のコーナーに掲載されているお大師
山やお堂はまだ残っていますか――
と電話で女性から。

▲

着いていて駐車場などで毎回襲われ
ています。頭に当たってきたりもし
すので、気をつけて下さい――と電

５月31日＝５月23日発行の泉北コミ
ュニティ７面の『せんぼく今と昔』

▲

林」は３月15日に開業し、スターバッ
クスコーヒー・GU・ユニクロ・ケ
ーズデンキがオープンしております。

５月29日＝光明台の団地に住んでい
るのですが、カラスがたくさん住み

ました。

▲

せん。陳情の模様を記事にすること
はします。
（さらがい）

▲

す。弊社ホームページの「最新のコ
ミュニティ」では、金剛版も掲載さ
れておりますので、よろしければご
覧ください。※「クロスモール富田

に行って！」と言うたら一緒に陳情
に行ってくれますか？せっかくいい
道なのに、閉ざされていてもったい
ないから――と電話で男性から。
◎コミュニティは「報道機関」ですか

６月３日＝子どもにそろばんを習わ
せたいので近所の教室を探していま

▲

いです――とメールで。
◎ご意見ありがとうございます。今後
の編集の参考にさせていただきま

す。庭代台、原山台、御池台にある
教室を教えてください――とＨＰに。
◎周辺のそろばん教室を３軒ご案内し

▲

か？ 泉北とはいえ車で向かえる範
囲なので、金剛さやま版情報と共有
出来る情報は泉北版でも教えてほし

から、他のことにも目を向けてほし
い――と電話で女性から。

和泉市に陳情しよう！』とあります
が、コミュニティさんに「陳情一緒
▲

５月24日＝富田林の石川近くに出来
たモールは営業しているのでしょう

家も揺れて壁がひび割れているの
よ。そんな我慢をしている所もある

▲

▲

ュニティ 18面『光明池一周ハイキ
ングコース』の中に『光明池大橋か
ら木の階段まで、約200mの区間が
遊歩道未完成。１周できるように、

５月22日＝A４サイズからA２サイ
ズへ拡大コピーのできるお店を教え

★大山公園には、写生でよく行ったの
で、今回の古墳群世界遺産登録の話
題には大変興味があります。
（ 三原
台・Y.Tさん）
★先日のブラタモリで堺の古墳巡りを
していて、あのタモリさんが堺を歩
いている！と興奮気味に見ていまし
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ト〉 美さん
ラス
〈イ ・須藤玲
市
立川

応募ハガキの余白に必ず投稿をY 身の回りの
出 来 ご と、 ホ ー ム ペ ー ジ と 紙 面 に 掲 載 し ま す。
まちがいさがし用のイラストも歓迎。ハガキに
黒いペンで横書きに描いて下さい。１枚でＯＫ
（ペンネーム可）
。採用分にはクオカード進呈。

み）を責任を持って室内飼いして下
さる方もらって下さい。
（竹城台・熊谷090-8795-8538）

▽

住所・氏名・電話番号・年齢を記入の上、
ハガキまたはＦＡＸ、
メールで。
６月25日
（火）
必着。抽選で３人にＪＣＢギフト券（千円）
を進呈。２週目に
前月分をまとめて発送します。 あて先＝〒590−0105 堺市南区竹城台
３丁22番２号、コミュニティ・まちがいさがし係（ＦＡＸ 072・291・5473
メールhome@community2525.com） 答と当選者発表は７月４日号。

け可。
（ 三原台・平岡090-8467-3299、
miracleblack-cisco@ezweb.ne.jp）
地

cm、観音開きのガラス扉）を無料で
取りに来られる方に譲ります。
（新檜尾台・下村072-291-8763）

区

泉北周辺地区

◆竹馬を無料で取りに来られる方に譲
ります。

◆リモコン付き扇風機（美品）を3000円
で取りに来られる方に譲ります。

（御池台・北川090-8149-2992、連絡は
携帯のショートメールでお願いしま
す）

光明池地区

◆ウィルソンのラケット
（PROSTAFF
97S、
2016年モデル、310G、97inch、ガ
ット張り替え済み）を5300円で 東
芝のサイクロン掃除機（VC-CG310、
▽

（鳳南町・金子090-6556-5609、
ntdkim
@hotmail.com）

▽

▽

譲って下さい

▽

▽

イエローバルブ
（H4・H4U対 応、
120・110Wクラス）を500円で メン

泉北周辺地区

◆ペットボトルクーラー（1.8Ｌ用）を
500円で ハンディジャグ（7.8Ｌ）を
▽

ズウインドパンツ（Ｌサイズ、グレ
ー、裏地付き、１シーズン使用）を600
円で、譲ります。
（原山台・中尾070-2302-3615、
nakaona
@ezweb.ne.jp）

（伏屋町・山本090-3997‐4032）
◆女児用子供服30〜40着（70〜80cm、
夏〜冬服、スタイ２点、靴下数点含
む、一部シミ・タグ切り取り・記名等
あり）を1000円で取りに来られる方
に譲ります。

2011年２月購入、単身で使用、取説・
箱有り）を5000円で メンズネルシ
ャツ
（XL、茶系と青系）を各400円で

◆２人乗りベビーカーを5000円で Ａ

応募はこちらから

（城山台・竹村080-2504-2564、連絡は
午前９時〜午後６時に）
◆ 食 器 棚（ 幅125× 奥 行41× 高 さ200

型ベビーカーを5000円で チャイル
ドシートを3000円で、譲ります。お届

栂

（８ ）

左の２つの絵に違うところが４か所あります︒
まちがいのあるコーナーを記号で答えて下さい︒

G

D

A

2019年（令和元年）６月20日

1000円で、取りに来られる方に譲り
ます。

◆絵画作品乾燥棚を無料で譲って下さ
い。
（美木多上・佐々木090-8525-6051）
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譲ります
泉ヶ丘地区

◆ゲートボール用のゼッケン（1番〜10
番まで有り、未使用）を無料で取りに

◆小動物用のキャリーバッグを無料で
取りに来られる方に譲ります。
たつた
（宮山台・立田080-7797-9223）

〜2010年モデル、アシスト２倍、バッ
テリー8ah２つ有り＝容量80％と60
％、鍵１本、前シートに傷み有り・後
方反射板紛失、傷やサビがあります、
後ろにチャイルドシートを取り付け
れば３人乗り可能）を３万5000円で
取りに来られる方に譲ります。神経
質な方・クレーム・返品・キャンセル
不可。
（高倉台・園上080-9165-9363）

（高倉台・西岡080-6148-0739）
◆冷風扇（ACF-210、幅26×奥行26×高
さ90cm、４か月使用、リモコン・保冷
剤２個・取説有り）を3000円で取りに
来られる方に譲ります。
（高倉台・石尾090-8520-5252）
◆大人用オムツ
（Mサイズ、テープ止
め、20枚入のうち数枚使用）を 大人
▽

来られる方に譲ります。近くならお
届け可。
（三原台・畑中072-292-2249）

▽

用オムツ
（Mサイズ、はくパンツ、
32
枚入、新品）を 口腔ケアスポンジ２
◆ベビークーハン（１万8000円で購入、
袋（10本入）を、いずれも無料で取り
１度使用）を2500円で 着物と羽織
に来られる方に譲ります。近くでし
たらお届け可。１つだけでも可。
のセット（新品）を400円で 犬の首
（三原台・鈴木090-3617-8513）
輪３本（小型犬用、５kg・７kg・10kg
用 ）と ハ ー ネ ス ３ 本（Mサ イ ズ、５ ◆保護した子猫３匹（濃三毛=メス、生
後２か月くらい、白黒=メス、生後２
kg・10kg・20kg用）を１本300円で
か月半くらい、キジ＝メス、生後２か
東芝の洗濯機
（６kg、引き渡しは６
▽

▽

2019年（令和元年）６月20日

▽

（ ９）

◆ヤマハの子供乗せ電動自転車PASリ
トルモア
（26インチ、ブラック、
2009

月末に）を無料で、譲ります。

月過ぎ、３匹とも健診・ワクチン済
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を開催︒〝相続法〟が約 年
ぶりにどう変わるのか︑生
前対策としてなぜ家族信託
が注目されているのかを学
ぶ︒無料︵事前予約制︶▽
第１部＝２〜３時半に﹁生

チャリティーバザーを開催

２５・

しみ﹂︒出演は貝塚中央公民

＊
日に箕面・
泉北山歩会
ろっかやま
六個山︒軽
山行︒初級︒約６キロ︒

箕面に

日

・０００１

館クラブ オカリナふぁみ
りあ︒入館料のみ要︒０７

する︒バザーの収益は開発
途上国︵主にバングラデシ
ュ︶の子供と女性の自立の
ために役立てられる︒
問い合わせは篠原さん０
７２・２９９・６４４４︑
橋本さん０７２５・ ・８
１３０

日に長峰山

54

なんやかんやのイベント情報満載

日に講習会
に関する問い合わせは木村
さん０９０・１１３０・７
７８３︑人物画は山口さん

前にできる財産管理の方法﹂
▽第２部＝３時 分〜４時
分に﹁生命保険信託の活
用事例﹂︒
７月３日には大阪

＊
日
泉北軽登山クラブ
に長
峰山︒初級︒会員外の人は

久保惣で 日
＊
ミュージアムコンサート

協力を呼び掛けている︒定

員 人︒会費２００円︒問
い合わせは同会事務局の西

いえんど﹂０７２・２９６・
００２９

楽しんでもらえるライブに
したい﹂と角さん︒
チケット予約は﹁はっぴ

に収録のオリジナル曲や︑
歌謡曲︑ジャズのスタンダ
ード曲などを予定︒﹁地元へ
の恩返しと報告を兼ねて︑

＊
７
月７日
泉北文学の会
１時半〜
４時︑南図書館３階集会室
で︒テーマは唯川恵﹃啼か
ない鳥は空に溺れる﹄
︒無料︒
問い合わせは泉北文学の会・
肥後さん０７２・２９８・
３０３１

７月７日は唯川恵

さん０９０・５９０１・８
２２３

歳以下に限る︒参加費２０
０円要︒雨天中止︒会員外
の人は事前に連絡を︒中垣

23

泉ヶ丘で
は動きを取り入れて生き生
きとした人物画を描くこと
ができる︒別々に参加する

クロッキーと人物画を１日で
泉北の美術を育てる会が
クロッキーと人物画講習の
両方を一日でまとめて受け
０８０・３０３４・５０２
６

事前に連絡を︒福田さん０
７２・２９３・７８５２

＊
チャリティーバザー

日２時から久保惣美術
館で︑﹁素朴な土笛の響き／
オカリナアンサンブルの楽

オカリナ演奏

国際エンゼル協会が 日
︵ 時〜２時︶にエコール
いずみアムゼモール１階で

受賞記念のジャズライブ
竹城台の若手ジャズピア 活動をしている︒
すみわたる
﹁はっぴいえんど﹂は︑
ニスト・角渉さん︵ 歳︶
歳の時に初ライブを開い
のピアノトリオが︑﹁グラ
ンプリ受賞記念！七夕ライ た特別な場所︒４枚目のア
ブ﹂を７月７日 時からと ルバム﹁ＨＩＳＴＯＲＩＡ﹂
５時から︑﹁はっぴいえんど﹂
︵竹城台３丁︶で開く︒チ

を行い︑ベースの中島拓人
さん︑ドラムの藤木亨さん
と﹁角渉トリオ﹂を結成し

た︒現在︑関西を中心にラ
イブやイベント出演などの

29

歌って認知症予防

泉北合同事務所︵和泉市伏
屋町︶で無料個別相談会あ
り︒０７２５・ ・６０２
５

和泉中央で 日

23
23

ャージ１５００円＋ワンド
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
リンク注文︑各部定員 人︒
日にセミナー
３歳からクラシックピア
にごりいけ
﹁すえむら濁池の窯跡を
ノを習い︑ 歳の時にジャ
ズピアノへ転向した角さん︒ 守る会﹂が 日２時から︑
テーマパークやホテルでの 泉ヶ丘駅前のビッグアイで
演奏など︑数々のソロ活動 ﹁須恵器の郷 窯跡はどう
なるの？﹂を開催︒近大病
院移転に伴い︑濁池周辺の
須恵器窯跡が消滅の危機に
ある問題で︑同会は市民に

窯跡を守る会が

20

な
ど

物と茶菓子代︶︒問い合わせ
は伊藤さん０７２・２９７・
５９１３︑０８０・４０１
３・７７８１

﹁相続と家族信託﹂

56

竹城台へ７月７日〝凱旋〟

ビッグアイで 日
日２時〜４時半︑ビッ
グアイ小研修室５で第 回
司法書士によるセミナー﹁聞
いて得する 相続法改正ポ
イントと家族信託の利用﹂

23

29

ギターの伴奏で唱歌
庭代台３丁のシャローム
希望教会で月に１回﹁シャ
ローム歌の集い﹂がスター
ト︒認知症予防のための歌
の集い︒唱歌や童謡︑ポピ
ュラー︑ゴスペルなどの中
から高齢者が歌える曲をギ
ターの生伴奏で歌う︒年に
約４回︑ボランティアゲス
トの演奏も︒
誰でも参加可︒
第４火曜２時〜３時半︒次
回は 日︒５００円︵飲み

23

40

27

50

70

田さん０９０・１１４０・
２６０６

﹃夏空白花﹄を

泉ヶ丘で７月 日
＊
７月 日
泉北読書会
時〜 時︑
泉ヶ丘市民センター３階で︒
テーマは須賀しのぶ﹃夏空
白花﹄︒無料︒猪足さん０７

２・２９８・０５４３

19

10

3

23

12 19

11

50

22

ことも可能︒三脚や描画材
料は各自持参︒クロッキー

30

40

57

られる講習会を開く︒ 日
と７月 日︑いずれも９時

28

半〜 時半にクロッキー︑
１時〜３時半に人物画講習
を行う︒泉ヶ丘センタービ

28

10

26

22

庭代台で25日
23

28

11

ル４階︒参加費はクロッキ
ー︑人物画それぞれに千円
︵初めてクロッキーに参加
する人は初回のみ２千円︶
︒
講師は谷山育氏︵６月 日
両方︑７月 日人物画︶と
谷山明氏︵７月 日クロッ
キー︶
︒
午前は木炭や鉛筆︑ペン
などを使い︑クロッキーで
人物の動きを描く︒午後は
固定ポーズの人物を水彩や
油彩で描く︒午前中にクロ
ッキーで動きを描き︑午後
26

10

30

30

25
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48

展望台広場で民踊
1979
（昭和54）年５月
79年５月３日、大蓮公園と展望台付近を会場にして
第１回の「泉北緑のつどい」が開かれた。展望台の広
場では茶山台若翠会の民踊が披露された。ニュータウ
ン住民に親しまれた展望台だったが、ビッグバンの建
設に伴って99年１月に撤去されてしまった。

展望台は姿を消し、広場は芝生になってい

今

る。撤去後には木製遊具が置かれたが、今で
はそれも姿を消している。

昔の街の写真を送って下さい

ご住所・氏名・電話番号に「いつ・どこで」撮影したものかを書き添えて。郵送でもメール添付でも可。採用分には薄謝進呈。

25

25

妻木晩田遺跡と倉吉

庭代台で 日
＊
﹁すずか
生涯学習講座
け塾﹂を
日２〜４時︑庭代台１丁
の﹁ぽらんのひろば﹂で開

ばん だ

催︒テーマ＝﹁吉野ヶ里よ
む き
りも広大な弥生遺跡／妻木

晩田遺跡と小京都﹃倉吉﹄﹂︒
講師は北村修治さん︵光明

台︶︒参加費５００円︵飲み
物付き︶︒申し込みと問い合
わせは北村さん０７２５・

25

・３１６６︑０９０・４
３０９・４７５８

﹁吉田兼好﹂
を 日

＊
日
南図書館歴史講座
２時︑
南図書館３階で﹁反後醍醐
天皇の吉田兼好﹂︒会費５
００円︒泉北歴史研究会０
７２・２９８・９３８６
25

56

ウェブも好評
写真いっぱい

学校終わりに集まり︑夜９
時まで︒土曜日は午後から
みっちり６時間以上練習す

名曲を一緒に歌おう
泉北南線泉田中北交差点
近くの﹁イングリッシュカ
フェ マイティ﹂０７２・
２９８・３３２２で︑ 日
に︑﹁一緒に歌いましょう﹂
イベントを開催予定︒ギタ
ーとボーカルは︑原山台の
若松弘三さんとオーナーの

成区オープン小学生卓球大
会︑女子カブ以下の部で１
位グループ優勝︑下位グル

﹁煮干しらーめん﹂が人気

21

ープ優勝︑第２回ニッタク

タートする︒

と一念発起︑同所を開設し

している子供と親の気持ち
を全て受け入れ︑肯定して
くれる居場所を作りたい︑

代表のみなみさんは︑画
杯金の卵カップ︑男子１位
トーナメント第３位︑女子 家として国内外で活躍︒大
１位トーナメント優勝など︒ 学病院でのボランティア活
さらなる活躍を目指し熱く︑ 躍を主催したことがきっか
厳しく︑だが一番に﹁楽し けで︑悩んだり傷ついたり
く﹂卓球をする生徒たちの
笑顔が印象的だ︒
生徒募集中︒やる気があ
れば初心者でもアスリート

竹場敏雄さん︒
﹁夏は来ぬ﹂﹁この広い野
原いっぱい﹂などの名曲を
観客と一緒に歌う︒入場料
５００円︵コーヒー付き︶︒
放課後デイが
未就学児も受け入れ
和泉市北池田小学校近く︑
池田下町の﹁放課後等デイ
サービス ポレオの放課後﹂
０７２５・９９・８８３４
では︑未就学児が対象の﹁児
童発達支援﹂も８月からス

見学・相談は随時受け付
け︒詳細は﹁ポレオの放課
後﹂で検索を︒

でも︑様々な方法で自分の
気持ちを表現して︑心を開
放してほしい﹂︒

に描くことが目的ではなく︑
表現する喜びを育てる︒﹁言
葉で表現するのが苦手な子

プログラムを実施し︑個々
の得意︑スキルを伸ばす︒
アートセラピーでは︑上手

クラスへの参加可能︒体験 た︒広い敷地には自家菜園
もあり︑家庭的な空間だ︒
レッスン要予約︒ 時〜
アートセラピー︑ソーシ
時︒問い合わせ随時︒︹岩谷︺
ャルスキルトレーニング︵Ｓ
ＳＴ︶︑といった様々な療育
21

近鉄富田林市駅徒歩５分︑ 礼儀だそう︒教室に入る時
外環状線沿いにある﹁富田 も大きな声であいさつする︒
かぐら
林神楽卓球教室﹂０９０・ 卓球に対する姿勢だけでな
３９６９・１４１４には︑ く家族や周囲に対しても礼
大会上位入賞や全国大会を 儀・感謝の気持ちを持つこ
目指す﹁アスリートクラス﹂ とを教えている︒
最近の戦績は︑第 回東
がある︒練習はほぼ毎日︒

る︒生徒は富田林市の他︑
羽曳野市︑河内長野市︑大
阪狭山市などから通う︒
日曜日は試合が入ること
が多く︑教室の方針でアス
リートクラスの生徒は全員
が参加︒予選を通過し本選
に出る生徒は︑皆で応援を
する︒応援が力にもなり︑
切磋琢磨する刺激にもなっ
ている︒
ほぼ毎日卓球漬けとなる
中︑コーチの内田さんが意
識して指導していることは︑
は女性とその同伴者が対
象︒１日１組限定︒席の指
定不可︒２人以上４〜５人
程度まで対応する︒お店は
時半〜 時半と 時半

14

痩身リンパは女性に人気
しやすい︒施術メニューが
豊富で︑中でもおすすめは︑
全身マッサージ︵ 分︶に︑
ヘッドマッサージ︵ 分︶
かフットマッサージ︵ 分︶
を選んで追加できる﹁ 分
４３００円﹂のコース︒女
性に人気メニューは︑﹁痩身
リンパマッサージ 分４９

もいるので︑女性でも利用
和泉市納花町に﹁ゴール
ドマッサージ和泉店﹂０７
２５・ ・１６３３がオー
プンした︒
﹁全身マッサージ 分２
９００円﹂と︑お手頃価格
でハイクオリティーのマッ
サージ店だ︒５名のスタッ

００円﹂︒痩身用のオイルを

のう け

フが在籍し︑女性スタッフ

堂々オープン

21

わたしの街の あんな店こんな店

れた旬の食材を︑その都度
一番おいしい形で提供︒一
品ずつ細やかな仕事を施し︑
見た目にも楽しめる懐石料
理は女性受けすること間違

〜

わせて︑優しい味ながらパ
ンチの効いたスープに︒麺

﹁令和﹂の特別懐石

10

刻んだ昆布を混ぜた﹁煮干 ﹁冷やしつけ麺﹂８００円 使用して︑老廃物を取り除
しご飯﹂︒カリカリの食感が もスタート︒ランチは︑
水・ きむくみを解消する︒男性
クセになる﹁煮干しふりか 土のみ 〜 時半︵ラスト も利用可︒夜遅くまで開い
け﹂は︑運がよければ出合 オーダー︶︒夜は︑ 〜 時 ているので︑仕事帰りに立
える裏メニュー︒
６月から︑ 半
︵ラストオーダー︶︒月休︒ ち寄れる︑とリピーターが
多い︒ 時〜 時︒年中無
休︒
11

時︒完全予約制︒水休︒
マッサージでスッキリ

いなし︒﹁レディース懐石﹂
池尻中１丁目の懐石料理
﹁加賀﹂０７２・３６８・
のう け
３５１４が︑
新元号﹁令和﹂
和泉市納花町の︑﹁リラク
ゼーション＆キッチン び

を記念した特別懐石﹁レデ
ィース懐石﹂を始める︒平
日の夜１組限定で︑１ドリ
ンクが付いて１人４千円
︵税
別︶
︒
通常の懐石が６千円か
らなので︑ドリンク付きで
この価格は破格だ︒懐石料
理になじみのない人にこそ
味わってほしい特別なコー
スとなっている︒

27

30
60

時半︵売り

切れ次第終了︶︒火休み︒

約可︒ 時〜

３・２８８２がオープン︒
ふわふわで柔らかいと話
題の生食パンは︑店舗隣に
ある工場で職人が１本ずつ
丁寧に焼き上げる︒１本︵２
斤︶８００円︵税抜き︶︒
予

堺市南区小代に高級生食
パン専門店﹁乃が美 はな
れ堺泉北店﹂０７２・２９

高級食パン店

22

18

17

はコシのある細麺︒トッピ
ングのおすすめは︑﹁紀州甘
梅﹂︒大粒のはちみつ梅の甘
味と酸味がスープに実によ
く合う︒がっつり食べたい
人は︑﹁豚角煮﹂のトッピン
グやセットメニューを︒
ぜひ一緒に試してほしい
のは︑スープに使用した煮
干しの身を丁寧にほぐして︑

30

10

11

13

富田林外環沿いの卓球教室

せり﹂０７２５・ ・０２
２８は︑新鮮な煮干しをベ
ースに丁寧に仕込んだスー
プがおいしい﹁煮干しらー
めん﹂６８０円が人気︒
煮干しのうまみと香りを
凝縮しているが雑味のない
スッキリとした味わいのス
ープと︑煮干しをじっくり
揚げて抽出した香味油を合
店主自ら足を運んで仕入

39

17

60

60

30
90 30

11

アスリートクラスも

（16 ）
2019年（令和元年）６月20日
泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY
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（ 17）

★この作品は

年〜 年に本紙コミュニティに掲載したものを︑今回カラーで再掲載しています
88

90

一般に若い人達は
寺院に足を向けない︒

けれど
もしあるお寺が
星の王様を祭ってあると聞いたら

下垣内末春さん（故人・伏尾）
◆文

竹場将さん（辻之）
蔵︶

だけませんか︒詳細は竹場

お手持ちの絵を譲っていた

原画収集をめざしています︒

風物詩百景﹂全１００点の

泉北コミュニティは︑﹁堺

︵富

きっとかなえてくれることだろう︒

恋に悩む若者の願いも

だから

人の願いをかなえてくれるという︒

人の運命をつかさどり

星の王様は

星の王様にふさわしい佇まい︒

森の中にある上品なお寺で

上神谷の妙見さんは

きっと行ってみたいと思うだろう︒

◆絵

すすむ０７２・２３７・０
３８７まで︒

トナリエに
習い事スクール

トナリエ３階に﹁ＦＳア
カデミー栂・美木多駅前校﹂
０７２・２０１・０５５２

がオープン︒
ＦＳアカデミーは堺市を
中心に展開する子ども向け

総合習い事スクール︒ダン
スや音楽はもちろん︑カル
チャークラスでは︑パステ

ルアートやプログラミング
など幅広いジャンルに対応︒
習い事の枠を超えて︑﹁子ど
もたちの第２のホームにな

る﹂をモットーに︑ベテラ
ン講師陣が子どもたちの成
長をサポートする︒
新教室では大人︵音楽︑
ダンス︑ウォーキングなど︶
・
シニア︵英語︑プログラミ
ング︶クラスも開講︒
６月 日までの申し込み
で入会金５４００円が無料
に︒入会月の月謝半額︒体
験受講無料︒︵７月以降はワ
ンコイン体験︶︒
快適な自治会館へ
建て替え

し利用動線にもこだわった︒
自治会館は４月から地域
の新しいコミュニティスペ
ースとして稼働している︒

さを変えられる工夫をした︒
カフェとしても使えるよう
なオープンキッチンも配置

設計監理と施工を行った︒
自治会館再建にあたり︑
子ども達が館内で運動がで
きるように︑広さや天井の
高さ︑間仕切りで部屋の広

宮山台４丁の
﹁ StudioREI
﹂
０７２・３５０・７９５０
は堺泉北を拠点に近畿一円
で活動する建築設計事務所︒
小代自治会からの依頼で︑
同自治会館建て替えに伴う

30

89．妙見さんとニュータウン遠望

2019年（令和元年）６月20日

和泉市の４月１日現在の
人口統計によると︑和泉タ

和泉タウンなどの年齢別人口（19年４月１日現在）

子どもが４・９人に１人︑
歳以上の高齢者が７・３

※地区別の平均年齢は、市発表の５歳きざみの人口からの推定値を算出した

64

13

ぞみ野では︑子どもが５・
７人に１人︑高齢者が６・

41

８３人で ・７％になる︒

38

７人に１人になる︒
光明台では︑高齢者が ・
２％を占め︑２・４人に１

11

大人が１・５人に１人の割
合︒平均年齢は ・３歳︒

10

人が高齢者となった︒子ど
もは ・４人に１人︒平均
年齢は市平均より７・７歳

高い︒
みずき台では︑子どもの
比率が ・３％で︑４・３

25

23

40

市の平均構成比と比べる
と︑子どもが６・６ポイン
ト︑大人が４・２ポイント
高く︑高齢者が ・８ポイ

12

（18 ）

みずき台も子供23％
ント少ない︒平均年齢は６・
１歳若い︒

12

街区別では︑はつが野の
子どもの比率が市平均の２
倍以上で︑３・２人に１人
の割合︒一方︑高齢者の比

80

20

15

40

人に１人の割合︒高齢者は
９・１人に１人︒平均年齢
は市平均より８歳若い︒
市全体の高齢者は ％

50

20

人に１人の割合となった︒
光明台では︑高齢者の割合
が ％を超した︒
和泉タウンの人口は２万
５４２４人︒市全体の人口

40

10

13

市全体では︑子どもが７・
１人に１人︑大人が１・６
人に１人︑高齢者が４・１
人に１人の割合︒︹藤原︺

30

取り組んでいる︒
自殺者数は前年より１人
︵５・６％︶減少︒男性が
６人減って８人︑女性が５
人増えて９人だった︒
人口 万人当たりの自殺
者数を示す自殺死亡率は０・
５ポイント下がって９・１

に︒全国平均より７・４ポ
イント下回る︒
年齢・性別は︑ 代以下
ゼロ︑ 代が男２人・女２
人の４人︑ 代が男１人・
女３人の４人︑ 代が男１
人︑ 代ゼロ︑７０代が男
１人・女３人の４人︑ 代
が男３人・女１人の４人︒

市は﹁誰ひとり自殺に追

い込まれることのないまち﹂
を理念に︑自殺対策行動計

画を策定︒自殺を防ぐ４つ

60

65

率は３分の１程度しかなく︑
・３人に１人だ︒平均年
齢は ・２歳若い︒
いぶき野では︑子どもが
７・０人に１人︑高齢者が
５・７人に１人の割合︒の

10

の ・７％を占める︒
構成比は︑子どもが５２
４６人で ・６％︒ 〜
歳の大人が１万６６９５人
で ・７％︑高齢者が３４

デイサービスは 時から
７時まで︒昼夕２食付き︒
料金は２８００円︒
ショートステイとデイサ
ービス合わせて７回まで利
用できる︒市民税非課税な
どの世帯は︑それぞれ料金
が１４００円と７００円︒
実施医療機関は︑咲花病

57

院︵のぞみ野︶と大阪母子
医療センター︵室堂町︶︑府
中病院︵肥子町︶で︑利用

申請が必要︒保健福祉セン
ター０７２５・ ・６６２
０
︹藤原︺

人自殺

のポイントとして﹁気づく﹂
﹁傾聴﹂﹁つなぐ﹂﹁見守る﹂

をあげ︑専門家による相談

会などを実施している︒
なお︑全国の自殺者数は

２万８４０人︒自殺死亡率
︹藤原︺

は ・５︒

16

昨年は

厚労省によると︑和泉市
では昨年１年間で 人が自
殺した︒平均で毎月１・４
人が自殺で亡くなったこと
になる︒市は自殺対策行動
計画を策定し︑相談会を定
期的に開催するなど防止に
17

17

和泉市が産後ケア事業

10

咲花病院や母子センターで

和泉市では子育て支援の
一環として︑産後ケア事業
を展開している︒
家族などから十分な産後
の支援が得られず︑体調や
育児に不安がある母子を︑
医療機関でケアする︒
ショートステイ︵宿泊︶
とデイサービス︵日帰り︶
がある︒助産師などが乳房

のケアや授乳指導︑育児相
談︑乳児の健康状態の確認
などを行う︒

利用できるのは︑同市民
で生後４か月未満の乳児と

母親▽家族から支援が得ら
れない▽体調不良や育児不
安などがある▽母子ともに
医療行為が必要ない︑の条
件をすべて満たす人︒
ショートステイは１泊２
日で昼夕朝の３食付き︒
時から翌日 時まで︒料金
は５６００円︒
10

５人に１人が子供

ウン︵いぶき野・のぞみ野・
はつが野︶では０〜 歳の

和泉タウン

年 齢 いぶき野 のぞみ野 はつが野 伏屋町 池田下町 唐国町 内田町 緑ヶ丘 青葉台 光明台 みずき台 室堂町 和泉市全体
0〜4
402
312
692
272
415
286
124
51
106
138
60
301
7,134
5〜9
595
366
1,036
329
396
267
202
95
183
206
171
424
9,144
10〜14
559
347
937
340
413
298
288
122
189
257
251
532
9,696
15〜19
706
443
562
489
454
348
266
110
199
316
204
567
10,807
20〜24
721
396
336
498
419
364
258
79
152
259
107
449
10,411
25〜29
471
233
190
419
467
314
139
53
80
218
47
347
8,547
30〜34
451
316
522
394
561
328
139
53
114
256
26
365
9,237
35〜39
561
382
818
503
518
394
199
102
184
352
102
546
10,845
40〜44
692
503
1,033
559
591
461
305
151
248
440
267
783
13,561
45〜49
1,012
617
842
723
655
473
404
212
335
451
269
893
16,205
50〜54
1,008
447
501
671
494
427
239
150
227
306
178
666
13,436
55〜59
1,029
356
273
587
414
293
139
105
178
315
90
528
11,327
60〜64
768
288
218
539
368
195
121
96
180
487
66
471
10,020
65〜69
620
290
230
620
398
263
130
162
292
816
74
529
12,220
70〜74
535
258
220
535
363
283
139
225
336
913
68
444
11,869
358
169
124
419
215
233
105
297
415
572
48
313
9,570 14
75〜79
80〜84
194
82
74
270
164
153
60
159
253
277
25
146
6,271
85〜89
121
56
30
163
105
78
40
70
115
136
10
94
3,588
90以上
71
28
23
82
75
37
38
27
53
97
3
30
2,002
計
10,874
5,889
8,661
8,412
7,485
5,495
3,335
2,319
3,839
6,812
2,066
8,428
185,890 65
0 〜14
1,556
1,025
2,665
941
1,224
851
614
268
478
601
482
1,257
25,974
8.8％ 23.3％ 14.9％
14.0％
（構成比） 14.3％ 17.4％ 30.8％ 11.2％ 16.4％ 15.5％ 18.4％ 11.6％ 12.5％
15〜64
7,419
3,981
5,295
5,382
4,941
3,597
2,209
1,111
1,897
3,400
1,356
5,615
114,396
（構成比） 68.2％ 67.6％ 61.1％ 64.0％ 66.0％ 65.4％ 66.2％ 47.9％ 49.4％ 50.0％ 65.7％ 66.6％
61.5％
65以上
1,899
883
701
2,089
1,320
1,047
512
940
1,464
2,811
228
1,556
45,520
（構成比） 17.5％ 15.0％
8.1％ 24.8％ 17.6％ 19.1％ 15.4％ 40.5％ 38.1％ 41.2％ 11.0％ 18.5％
24.5％
平均年齢
42.6
39.2
32.2
45.7
39.7
40.9
38.8
51.9
50.5
52.1
36.4
42.0
44.4

光明台︑高齢者 ％超
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東北支援ライブ
竹城台で

日

和泉シティで 日

朝と行基と大仏﹂︒会費５０
０円︒泉州歴史研究会０７
２・２９４・１７８６

プロ〜若手の
ダンサーが共演

将来子孫門﹂
の神札を授与︒
多治速比売神社︵宮山台

に乗せたダイナミックな作
品を披露︒プロダンサーか
ら将来ある若いダンサーま
でが華麗にバレエの世界を
創り上げる︒問い合わせは
さやかホール０７２・３６
５・８７００

ビッグバン

０円︒いずれも１時と２時
半︒

スペースキッチン ７月
日までの土日祝﹁ひみつ
の☆ワニさんパン﹂︒
３００

円︒４歳以上︒各回 人︒
入場料別途要︒０７２・
２９４・０９９９

こども劇場 ▽ 日＝影
お詫び ６月６日号 面
絵屋さかい
﹁もちもちの木﹂
︒ の堺市がん検診の記事で︑
無料▽ 日＝バンバン人形
劇団﹁三匹のやぎのがらが
らどん﹂﹁ふしぎな水﹂︒
１０

初心者の方も楽しくヨ
ガをしませんか？
全米ヨガアライアンス認
定講師 Ayako
が︑生まれ育
った地元桃山台で親切に指
導︒毎週金曜午前 時〜
時︒桃山台１丁集会所で︒
１回１０００円︵要予約・
定員 名︶︒
連絡先＝宮端０
８０・６２２４・０２９２

猫を探しています
４月 日に猫がいなくな
りました︒白色︑両目が色

７︶茅の輪くぐり神事は５

お願い致します︒︵新檜尾台・

自己負担金無料の期間に誤
りがありました︒正しくは
年３月 日までです︒

した︒銀行の窓口に届けて
くださった方︑ありがとう
ございました︒無事に手元
に戻りました︒その後︑体
調を崩しお礼が遅くなり失
礼しました︒︵竹城台・奥野︶
手を貸していただき
５月７日に赤坂台６丁付
近の緑道を︑自転車を押し
て歩いていたところ付近に
住むという介護職の女性が
声を掛けてくれました︒﹁ま
っすぐ歩けてませんよ︒ど
こ行くんですか？﹂と︒高
熱の私が﹁病院まで﹂と答
えると﹁少し時間があるの
で︑自転車を押して行きま
すよ﹂と︑付き添ってくだ
さいました︒

キャッシュカードを届
けてくださって
５月 日３時頃︑泉ヶ丘

違いです︒名前はチョッピ
お名前も伺ったのですが︑
ー︒
呼べば尻尾を振ります︒ 思い出せません︒おかげさ
お心当たりの方はご連絡を まで︑回復しました︒︵赤坂
台・中澤︶
ぐり︑残り半年の無事と安

時参列受け付け︑
６時開式︒

参列できない場合︑人形に

16

15

高橋圀山さんが竹城台の ︵会員１００円︶︒仲さん０
﹁はっぴいえんど﹂で 日 ９０・５８９７・４１８３
１時からと４時からの２回︑
チャリティーラ
KOKUZAN
＊
日 時︑
イブを行う︒
２５００円︵ワ
古代史講座
和泉中央の
ンドリンク︑ケーキ付き︶︒
継続して取り組んでいる東 シティプラザ３階で﹁聖武
北被災地支援のためのチャ

で清掃探鳥会

夏越の大祓

４時夏越の大祓式開式︑茅

０７２・２９７・０７２６︶
の輪くぐり神事︒
池田春日神社︵和泉市三
・０６２
全を祈願する︒茅の輪が設

石田０９０・６６６３・２
３１３︶

初穂料３００円︵茅の輪守

︵１家族１つ︶
︒雨天決行︒
開口神社︵堺区甲斐町０

り付︶
を添えて事前に託す︒

くぐることができる︒
７２・２２１・０１７１︶

茅の輪設置は

日〜７月７

茅の輪授与︒神事での御祈

日の予定︵天候により変動

キャッシュカードを窓

参加無料︑茅の輪守り授与

林町０７２５・

11

のりそな銀行で︑キャッシ
ュカードを忘れました︒気
が付いて戻ったところ︑既

口に届けてくださって
に隣の交番に届いており︑
４月 日の午前︑泉ヶ丘 無事に手元に戻りました︒
の泉州池田銀行のＡＴＭに︑ ︵藤沢台・尾藤︶
キャッシュカードを忘れま
26

願は事前に社務所に申し込
み︑
人形を託す︒５時開式︑

有り︶
︒

ひとがた

お焚き上げ︒終了後﹁蘇民

15

20

リティー︒問い合わせは高
橋さん０９０・７３５６・
３７４２︑はっぴいえんど
０７２・２９６・００２９

日に陶器山

30

22

10

10

30

置されている間は︑自由に

右左と３回輪を描く様にく

置された巨大な茅の輪を左

ち

の大祓が執り行われる︒設

おおはらえ

日︑各地の神社で夏越

なごし

各所で 日

30

23

22

26

22

35

さやかホールで 日
さやかホールで 日︑国
＊
日は陶 内外で活躍するバレエダン
泉北野鳥の会
器山清掃 サー達の夢の共演﹁第７回
探鳥会︒陶器山の尾根筋を︑ ワールドドリーム／広がる
ごみを拾いながら鳥を観察︒ 希望の夢﹂を開催︒大ホー
９時半に泉ヶ丘駅コミュニ ルで５時開演︒バレエ公演
ティバス停付近︵９時 分 の花形〝グラン・パ・ド・
発のバスで岩室バス停下車︒ ドゥ〟をはじめ︑オリジナ
または９時 分に岩室バス ルのクラシック＆コンテン
停︶︒雨天中止︒弁当・水筒・ ポラリー作品︒楽器とのコ
ラボでは︑フルート︑チェ
ロ︑ピアノのアンサンブル
23

雨具・観察用具・手袋・小
さいごみ袋持参︒２００円

50

31

24

30

20

13

23

26

55

28
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