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日 時:2月 22日 (土 )23日 (日 )

地区センターでサークル活動している人たちの作

品。実技発表会です。)軍身の作品、仲間と作り上げた

演技、)寅奏をご観覧<ださい。

【作品晨示会】初 日:9時 30分～16時 00分
2日目 :15時 00分まで

吊るし雛、絵手紙、ちぎり絵、水彩画、編み物、墨絵

パッチワーク、フラワーフレンジメント、押し花、書道、

和服のリメイク、カリグラフィー、写真

【演技発表会】 23日 :11時～15時
フラダンス、大正琴、コーラス、民謡、,中

ウクレレ、オカリす、コカリナ、太極拳、日

近隣の幼稚園児、小学生、中学生のダンス

や歌、吹奏楽演奏、劇などパフォーマンス

【出演協力団体】下和泉小学校、泉が丘中学
校、泉ヶ丘幼稚園、くるみ保育園、中和田
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(土 )13時 00分～15時15分

【体験コーナー】●ハンドマツサージ 無料
22日 (上)10時～13時 30分

●こぎん刺し 23日 (日 )10時～14時
フレーム、額、コースター (100円～)

【食券発売■始 日】 2/1～   1罐歿::IT

立礼式茶席・喫茶・カレーの販売あります。

カレー券 200円、コーヒー券 100円、

抹茶券 200円

南小学校、フェアリーキッズ
`鼎

鑽機鸞攀
欝聯躙下欝

秒蝙,1癬韓鼈輻螂魃
子供向け落語の教室です。実際に落語を

聴いて、映像のない世界を体感しよう。

ワークショップもあります。気軽に参加

して<ださい。出演 :参遊亭浪三さん
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◆申込み:当日どなたでも ◆定員:30名

◎おしやべりの花を咲かせましょう。

攀黛窯儡難雛彙鸞ぶ籍鶴撃撃
素材にこだわり、美味しい

蕎麦。有資格者が丁寧|こ指

導します。

◆参加費 :1,000円

◆日 時 :2/29(■)9:30～ 12:30
◆申込み :2/15(土)10:00～ 電話か窓□

◆定 員 :10名

吊るし雛飾り晨示
自主事業「吊るし雛づくり教室」に参

加された方や卒業された方々の作品の

数尺をエン トランスに展示.

◆展示期間 :2月 7日 (金)～3月 3日 (火)

◆時間 9時～17時 最終日 14時まで
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トレーニングインストラクターの

日時 :4/3(金 )①lo:oo～ ②llloO～

③13:00～ ④14:00～

① ～④各40分、定員:各8名  参加費:500円

申込み:3/20(金 )10100～電話または窓口

ヽ
ヽ 用術,あなたに合つたトレ=

ソフトバンド&ピラテイス
今話題の腸活、骨盤の悩み、○脚、冷え性、

シェイプアップに 1

◆日 時 :4/1、 4/15、 5/6、 5/20、 6/3、

6/17、 7/1、 7/15(水)全 8回
15100へ′16:30

◆申込み :3/18(水)10:00～ 電話か窓□

◆定 員 :15名  ◆参加費 13,200円

教室名
集

数
日 日寺開 催

募

人
参加費

申込み日時

電話か窓□

スローエアロビッ

クと筋カアップ

25名 4/8、 4/22、 5/13、 5/27、 6/3、 6/10、

7/8、 7/22(水)10:00～ 11:15
全 8回

3,200円
3/25.10時～

∃ガで

リラックス

20名 4/11、 4/25、 5/9、 5/23、 6/13、 6/27、

7/11、 7/25(土)15:30～ 16:30
全 8回
3,200円

3/28.10時～

英語会話

教室

20名 4/10、 4/24、 5/8、 5/22、 6/12、 6/26、

7/10、 7/31(金)13:OO～ 14:30
全 8回
3,200円

3/27.10時～

小学生の卓球教

室

20名 3/21.10時～

男性のボイス ト

レーニング

20名

4/4、 4/25、 5/9、 5/30、 6/6、 6/20、

7/4、 7/18(水)16:50～18:50
4/13、 5/11、 6/8、 7/13(月 )

10:○○～11:15
瘍

:壷蝙 三

全 8回
800円
全 4回
1200円

3/9,10時～

大人と子供の合

同書道教室

15名 4/14、 4/28、 5/12、 5/26、 6/9、 6/23、

7/14(火)15:30～ 17:00
全 7回
2,100円

4/1.10時～

30名 4/6、 5/11、 6/1、 7/6、 8/3(月 )

10:OOへ′16:30
全 5回
2,500円

3/2.10時～

まんぷく食堂で地域交流

4′4(土 )12:00～ 13:30

講師とボランテイアの方々によるランチの提供です。バラエテ

ィに富んだ食材、みんなで会食の楽しさを味わつてください。

◆費用 :子ども 100円 大人・中学生200円

◆定員:30名先着 どなたでも 親子大歓迎 !

◆申込み:321(土)10:00～ 電話か窓□

,

1毎月 子どもと大人の交流食堂です

健康麻雀

倅鑽珈颯鶉
4/211(火)10130～嘩1:145

三味線の伴奏に合わせ、大きい声を出して

歌うと、ストレス解消、脳の活性化にもな

ります。ますます健康|こ・・。

◆参加費 :無料  ◆定員 :30名
◆申込み :4/了 (火)10:00～電話また

水彩画トンボの会 無料体験会開催します。  参加者募集

日時:2/6、 2/20、 3/5、 3/19(木)12:00～14:45 連絡先 :下和泉地区センター
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今日の新着本の貸出し開始日:2月 16日 (轟》直本賞 0芥 lll賞受賞作品

書 籍 名 著 者 名 出 版 社

黒 武 御 神 火 御 殿・三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき 毎日新聞出版

大名倒産 (上)(下 ) 浅田次郎 文藝春秋

わが殿 (上)(下 ) 畠中 恵 文藝春秋

歩道橋シネマ 恩田 陸 新潮社

勿忘革の咲<町で一安曇野診療記 夏川革介 KADOKAヽハ′A
幼なじみのバレエダンサーとの再会を

通 じて才能がもたらす美と神秘と酷薄

さに触れる「春の祭典」。密かに都市伝

説となつた歩道橋を訪れた「私」が記憶

と、現実と、世界の裂け目を目撃する表

題作ほか、まさにセンス・オブ・ワンダ

―な、小説の粋を全て詰め込んだ珠玉の一冊。

泰平の世に積もりに積もった

大借金に嫌気のさした先代は縁

の薄い末息子に腹を切らせて御

家幕引きを謀る。そうとは知らぬ

若殿に次々と難題が降りかか

る !笑いと涙の経済エンターテ

インメント、始まり、始まり

幕末期、ほとんどの藩が財政赤字に喘ぐ

中、大野藩も例外ではなかつた。藩主・土

丼利忠は、様々な藩政改革を断行し、多額

の借金を抱える藩財政を立て直そうとす

る。その執行役として白羽の矢が立てられ

たのが、わずか八十石の内山家の長男であ

る七郎右衛門。四歳年下の殿の人柄と才覚に惚れきった

七郎右衛門は、己の命と生涯を懸けて利忠と向き合い、

時には反発しながらも、大野藩の再生に奔走する。痛快

新感覚歴史小説 !

看護師の月岡美琴は小規模病院

に勤めて3年目になる。そこは高

齢の憲者が多い。その内科へ、外

科での研修期間を終えた研修医

桂正太郎がやつてきた。どこか

かみどころがないその研修医は、患者に対して真摯

に向き合い、故だ不慣れながらも懸命に診療をこな

していた。患者の数だけある生と死の在り方に悩

みながらも、まつすぐに歩みを進める2人。き

れいごとでは済まされない、高齢者医療の現実

を描き出した、感動の医療小説 |

おちかに代わり、新たな聞き手は富次郎。

再会した反が、一家離散の怖ろしい真相

を語り始め…。心揺さぶる江戸怪談が、

新章に突入。全 4話を収録する。『毎日新

魃陽
鶉間』連載を単行本化。

草に埋もれた納屋を見ながら

奈美は、吉川の者たちと二つの

家に流れた時間、これから流れ

るだろう時間を思うのだった。

「背高泡立草」古川真人著

第 162回

直木賞受賞

川越宗一著

文藝春秋

故郷を奪われ、生き方を変えられ

た。それでもアイヌがアイヌとし

て生きているうちに、やりと|ずな

ければならないことがある。北海

道のさらに北に浮かざ島、樺太

(サハリン)。 人を拒むような極寒の地で、時代

に翻弄されながら、それでも生きてい<ための

「熱」を追い求める人々がいた。明治維新後、

樺太のアイヌに何が起こっていたのか。見たこ

とのない感情に心を揺り動かされる歴史小説。
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みなみコミユニティハウスニュース 2月号
～地域のコミュニティステーシヨン～            N.0'177暑

休館日:火曜日は自主利用日、金曜日は学校利用日   1電話 OFAX 805-3339
発行元:NPO法人泉南会 事務所:泉区和泉が丘1-26-1下和泉地区センター

ピア′,ギター,コンガで

日 時:2月 22日 (土 )

◆定 員:30名 ◆参加費:無料

お気軽にご参加ください。

◆申込み:2月 8日 (土 )

10:00～窓口または電話

・★のんびりお茶をしながら

お馴染みのメロディーを・・

癒しのひと時

アイ″～

『生まれ変わるわがふるさと下飯田』

◆場所 :みなみコミュニティハウス 研 |1多室

◆日時 :令和 2年 2月 27日 (木 )

13時～14時 30分
◆定員 :30名

◆申込み :2月 12日 (水)10時～電話または窓□

【昭和から平成・令和】

講演者 :みなみコミュニティハウス郷土資料室

顧間 大川 康夫さん

【下飯田・和泉町の開発】

請演者 :泉ゆめが丘土地区画整理組合 事務局

清田 恵一さん

粘

3月 14日 (1土)10日寺～12日寺

◆持ち物 :筆記用異、ハサミ、お手ふき、持ち帰り袋

◆定員 :どなたでも (幼児は保護者同伴)40名

◆参加費 :無料 ◆申込み :2月 22日 (■ )

10時～窓□または電話

みなみコミュニティハウス恒例

利用者の方々による体育館大掃除

3月 8日 (日 )9:30～

日ごろ体育室や校庭を利用されるサークル

の皆様宜し<お願い致します。
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