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開催日 8月 20日 (火 )

議

コース 時 間 帯 定 員 対象 (小学生)

① 9:30へ′11:30 18名 3年生～

② 12:30へ′14:30 17名 4年生～

申込み :8/11(日 ) 10時 ～窓□または電話 参加費 :無料

ヨ  月lllL `“ !,1,:tL

膀褥ζ卜了モチタ心に潤い害庸
日蒔
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i8ノ30(金)13:00～ 14:30

権助魚」「浜野矩随」

参遊亭浪三 :「平物箱」「浮世床」

◆申込み:8′16(金 )10時～窓□または電話

◆参加費:無料   ◆定員:50名

湊家波匡
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毎月 1回開催している「子どもと大人の交

流食堂」です。みんなで会食する楽しさを味

わつてみませんか。

≪8月メニュー≫

冷やしうどん、鶏唐揚げ、サラダ、テザート

◆日時:8ノ3(=L)12:00～ 13:30

◆費用 :子ども 100円、大人・中学生200円

◆申込み:只今受付中電話か窓□

◆定員:30名先着順 (どなたでも)

◎食後に体育室で卓球もできるよ !遊ぶ人

は上履き持参して<ださいね。

次月開催日 9′1(日 )12:00～ 13:30

申込み :8月5(木)10時～窓□または電話

たら、くじ撃睦ができます。毎年誨200人の

お子さんが読警チャレンジに参加していま

す。 チャレンジ実施難問 ～9r23まで。

譲書チャレンジ
絵本や物懸など本を備りてポイントを集め

天体観測ス門プラネタリウム
夏休みの夜に親子で天体を知るきつかけに・・.

日 時:8″ (水)19100～ 20:

定 員120組 (親子どなたでも)

申込み:724(水)10時～窓日または留

参加費 :無料

夏休み
=作

曜贖鏡を作ろう
望瀬鏡の原理割 つてみませんか?

日 時:825(日)10100～ 11:30

走 晨120椰 小学生低学年は保護奮同伴

申込み18rll(腱)10時～窓□または電話

参加費:400円

黎炒鶴鱚畿辣轟
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ざ痛、腰痛

己改造リハ

(水)15:00～ 16:30◆ 定 員 :20名先着

どなたでも  ◆参加費 :2000円 (全 5回 )

◆申込み :8/14(水)10時～窓□または電話

鶴
セ

◆日 時 :9/4、 9/18、

10/2、 10/16、 11/6

英語で困つている中学 1年生。個人対応の授業で

苦手を克服するお手伝いをします。得意科目にして

みませんか ?事前予約制です。

★日 時① (夏休みの課題を終わらせる内容)8′23・ 824

② (学習成績を上げる内容)8′30、 9′6、 9′13、 9ρO、

9ノ27、 10′4,、 10′ 11、 10′18、 10′25、 11′1、 11′8、

11′15、 1122(金 )

17:00～ 20:00 (都合の良い時間に入室可)

★場 所:地区センター会議室 ★定 員:10名

★参加費:①823(金 ),824(土 )各1回分 500円

②8′30、 9月 ～11月 (全 13回分)6500円

声に出して教科書を読んだり、暗唱したり音読の学習を

します。また、宿題のお助|ナもします。

開催日:8氾 2、 8ρ 3、 824、 829、 8β O、 8β l

時 間:16:00～ 18:00保護者のお迎えが必要です。

全 6回分 1200円  (1回 200円 )※入室時間自由

定 員:10名  (対象 1年生～3年生)

申込み :8′10(土)10時～窓□または電話

第 3口地域ふれあい卓球大会

卓球を通じて明る<楽しい仲間作りをしませんか?

轟ム響―ム霧管震含ダ電rLス団体戦

◆開催日:11た4(日 )9:00～ 16:00

◆募集人数 :先着72名

◆申込 :10′11(金)～ 10時～電話また

◆参加費 :中学生 200円、一般 500円

協力:ニツタタ

劉師カラオケ歌のつどい

当日の飛び入り参加者大歓迎

10/27(日 )10:00～15:00

日頃地区センターでカラオケを楽しんでいる方々の

代表70名以上が自慢ののどを披露します。どなた

でも入場観覧できます。なお、当日の飛び入り者は

10/27朝受付ます。(詳 し<は受付へお問い合わせ

<ださい。)地域の皆さまも一緒に楽しみませんか?

当日は野菜とおにぎりの販売もあります。

※昨年大好評のスペシャルショー (笑)タイム

がバージ∃ンアップして再演されます。

ご期待<ださい。

～フライバンでね攣パエリア～

鸞∫91月 )

10100～

12150

メ懲撫罐:肘風バ緩轟、ゆ沃卜赳攣鬱ダ、

「
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ノーサイド・ゲーム 池丼戸潤 ダイヤモンド社

原田マハ 文藝春秋美しき愚かものたちのタブロー

笑え、シャイロック 中山七里 K∧DOKAヽ凸′∧

つみびと 山田詠美 中央公論新社

じじばばのるつぼ 群 ようこ 新潮社

灼熱の夏、彼女はなぜ幼

な子二人を置き去りにし

たのか。フィクシ∃ンでし

か書けない“現実"がある。

虐|ずられる者たちの心理

に深<分け入る迫真の長

編小説。

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカ

ー・ トキワ自動車のエリー ト社員だつた君嶋隼人は、

とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の

総務部長に左遷させられ、同社ラグビー部アス トロ

ズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつ

として鳴らしたアストロズも、いまは成績不振に喘ぎ、鳴

ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ一。

グビーに関して何の知識も経験もない、ズプの素人である君嶋が、

社会人ラグビーの再建に挑む。

帝都第一銀行に入行し、都内の大型店舗に配属が決

まつた結城。そこはリーマン 0シ ョック後に焦げつい

た債権の取り立て部署、上司となるのは伝説の債権回

収マンとして悪名高い山賀だつた。百戦錬磨の山賀の

背中を見ながら、地上げ屋、新興宗教、ベンチャー企

業など、回収不可能とされた案件に次友と着手せざるを得ない結城。

そんなある日、山賀が刺殺体で見つかる。

近所に住む「むらさきの

スカートの女」と呼ばれ

る女性のことが、気にな

って仕方のない “わた

し"は、彼女と「ともだ

ち」になるために、自分

と同じ職場で彼女が働きだすよう誘導

する。『あひる』、『星の子』が芥川賞候

補となつた話題の著者による待望の新

作中篇。
駅のホームでは素知らぬ顔で列に害」り込み、スーパ

ーの店員に難癖をつけ、喫茶店で猥談に花を咲かせる

…。街中を見渡せば、至る所でパワーを持て余したじ

じばばが周囲を振り回す姿が !エッセイの名手が贈

る、じじばば観察記録。呆れて、怒って、でも何だか

笑っちゃう?痛快デトックスエッセイ。

浄瑠璃作者・近松半二

の生涯を描いた比類な

き名作。虚実の渦を作り

出したもう一人の近松

がいた。

今、話題の第 161回芥川賞今村夏子作「むらさきのスカートの女」・直本費の大島頁寿美作「渦」は

8月 5日より貸出します。
3

夕ヽ´
∫
静
亀
一　
●一一一一一

1備



みなみコミュニティハウスニュース 8月号
～地域のコミュニティステーシヨン～            糠a171暑

休館日:火曜日は自主利用日、金曜日は学校利用日  (電話OFAX 805-3339

NPO法人泉南会発行 事務所:泉区和泉が丘1-26-1下和泉地区センター

時 :9ノ15(日 )9:30～ 11:30

員:20名  (対象 :幼児 5歳以上小

学生低学年は保護者同伴)

◆申込み 9Л (日 )10時～窓□または電話

◆参加費:300円

◆日

◆定

◆日時 :8ノ28、 9μ、9月 1(水 )

(全3回)9:30～ 12:00

◆申込み8月 1(日 )10時

※持ち物 :お持ち帰り袋

◆定員:11名

窓□または電話

◆参加費:300円

道具はお貸しします。

ミニミニコンサート お気軽に・・・・

◆日 時:8/24(土 )

午後 2時 00分～2時 30分

定 員:30名  ◆参加費 :無料

申込み :8′3(土)10時～窓□または電話

★のんびりお茶をしながら

プ"

染みのメロディーを・・

ノ演奏による “軽ボッ
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