
回 覧 �平成30年6月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第157号 ���������� 下和泉地区センタ■（Pl～P3） 

みなみコミュニティハウス（P4）ニ漢書ス 
≪発行≫指定管理者NPO法人泉南会 

≪事務室≫下和泉地区センター　　　　　　　　　　　今月の休館日　第4月曜日6／25（月） 

電話（805）0026去誓（805）0028　　http：／／simoi＿聖・kids・COOCan・jp／ 

惑撥蓮‾潔欝‾ ���� � � 
、鏑態二二三　　　　　　　∴　慈 �、〉 � ��� �� 

詳言∴璃鰯鰯轡 �灘醜態擬態 � �∴＼ �� � 

一・・受 躁鰯擬態態∴鱒凝縮 �∴「＼、∴ �．言草1 � �� �� 

綴 ��騎 �� � 

闇森 轡謙譲 翁態態繰言繊細∴和鵡評諜滞積醍網棚擬態篤鶉醸 ���諺顛慈鎮鯨難蘭薄命轡擬武藤酷熱 

禽態灘滴鱒擬態　擬態繚鷲薄　命鰹擬態　諜擬態　鱗鯨繰　態態嶽；籍管轄細繕 

譜藍彊園地蟻を軸庵を ◆講師●泉区歴史の△石井±圭トとゝ長さん ���園国園国固闇葦醍識語醒聾攫 ������躍萱 ��！ 

まや青青島書 サム密命＊風景椅青書＝ �　押．・：・ ∵∴： ��子1・く〝、 ��き敷詰綴；；詩誌・； ��や．i ’．率： � 

口．z　z王威Zミ ◆日時：6月15日（金） 10時00分～11時30分 ◆定員：50名先着 ���事ムまの専手車僧 � �総 � �� 

日聴：ie俊子く叔）＝ l：0：00∴一13：00 �11 �・点線 ・・シ、・，■ �∴： 寮．．－ �：∴ � � 

◆参加費 ◆申込み �；諾1（木）10時～瞥 ��◆定款i鮒亀◆議舶萬：1000卑 ◆申込み‘I∴13（水〉ll：00－窓口∴か ���鮮碧 車輩 ��：i横浜友の会 ��� 

電話か窓口 ��譜詣龍三蟹艶麗題麗認諾謹囲彊詔醍醐認諾 ���藷 ��ゝ■蟹田輸血ヱ �� 

醒護掴躍 �恐躍囲′1藷醗霧　鏑鞄闘離 

麗 �と言われるカリグラフィーを描いてみ 霊□っていると何かと重宝。 錫駿籠一・．・翻：‥：； ��据膳露 …、（土） 10：〇〇一窓口：かFAX �����：00 ．宅誘く：…－ 老‾・－「ぐ－ ��� 
ヾ∴＼∴ヾ∴卿や＼ � �時：6／27∴、7／11「、 25、18橘、．8／22．、 ∴（∴水）（含6∴回）一 ������謹告灘 

∴： � ��・徳　一〇・戟　　　　ie　　　　　　‘蕉 �������� 

：「＼∴：　　　　　　∴∴ヾ∴　　．∴：　～　∴　●∴ �� 

：∴∴：〕子：： �∴ヾ∴∵ふ　　　　ヾ∴ 醗演高調※二一二、二一一一一一一一一護測 ��；◆定員：250名　◆参加費：無料　お土産ポップコーン �������� 

：◇定員∴： �：・：高く 駕彊tO名　◆轟奴萎：鶴QO鷲 ��⑧時間厳守でお願いします。時間に遅れると、ゲーム �������� 

：（材料費含む）∴　　　◆申込み：∴6／1∴3（水） ���関係で参加できない場合もあります。ご注意ください。 �������� 

11：0＝0－霜田か電請 �…　共催：下和泉地区連合町内会と富士見が丘連合自治会の青少年指 

導員、スポーツ推進委員、児童主任委員、女性部、経営委員会 



うるお 心に潤い寄席　おなじみ業蒙渡篤さん ����夏休みのベーパー工作：ポップアップカード 

落語：「片棒」、「人情八百屋」 ����「アイスクリーム」か　　灘 

◆日時：7月29日（日）13：00～14：00 ツ　　　　　らか 

◆定員：50名　＝1＝‾二二‾‾二二撥：：二， ◆申し込み：7／15（日）灘 10：00～窓口または電話　シ・：・・、‥子：・ ◆参加費‘鉦料 ����◆日時：7／25（水）ii 12：30～13：30 ◆申し込み： � �緩 � �∵ヾ＼：∴要きき∴さ、∴ 

主事′　　　　　＿　．　ノバヽ ����7／11（水） 10：00～窓口か電話 ◆定員：小学生10名（先鰹 ◆参加費：100円 �� ��葦一・、 

夏休み理科工作「電子オルゴール」 

◆日時：7／30（月）10：00～12：00 

◆申し込み‥7／16（月）10‥00～嗣醸醸 

◆定員：小学生20名　（先着） ����子供のための楽しい将棋教室 初心者～経験者まで。複数の指導者で対応。 詰将棋も覚えよう。保護者の方の参加も歓迎。 ◆日時：6／16、6／30、7／14、7／21（土）、 8／7（火）、8／8（水）、8／9（木） 

◆材料費‥300円　　　　綴灘畿醗 
∴∴＼〇m∴∴ 

親子でアメリカンクッキング　　擬製醗酵＝‾≡ 
“デコクッキー＆アイスケーキ’ 

◆日時：7／22（日）10：00～13：00 

鯨懸標題統裁・，′∴ ����いずれも9：30～10：30 ◆申し込み：6／2（土）10：00～ ◆参加費：無料 ◆定員：1日15人 
∴∴ヾ∴∴一＼∴　　一言＼∴ 

∴「∴∴∴；：∴寸言∴∴ 　　∴、、∴ ��◆申し込み：7／11（水） 

1詩聖 �　、．．薄緑欝鑓滋撥 譲∵葉騒縦縞繊i－慾緩く、 � �10：00～窓口または電話 r＝＝lく二つ 

一子∴一∴ヾ＼：∴． 糾　　◆疋貝：5歳児～小学生と 

薄　　　保護者15組（先着） 

夏休み人気のキッズダンス体験 
小学生の卓球教室 

◆日時：8／4、8／25、9／1、9／15、10／6、 ����◆日時：7／19、7／26、8／2、8／9（木） 

10／20、11／10、11／17（土） ����（全4回）15：30～16：30 

17：00～19：00 ����◆申し込み：7／11（水）10時～窓口または電話 

◆申し込み：7／21（土）10：00～窓口または電話 ����◆定員‥20名（4歳児～憶鉦関 　　　　　　　十、 　　　　　　＼「∵ 

◆定員：25人（先着）※迎えには保護者が必要。 

◆参加費：800円（全8回） 

綴　　　ヨガでリラックス教室 ����スローエアロビックと筋力アップ教室 ＼， ［ �証　　　曝　　整溺麗認亜彊国語 ���美しい姿勢を目指して笑顔になりませんか。 ◆日時：8／8、8／22、9／12、9／26、10／24、 

馳駆強請一駕繋額離蓬謂駿澱擬 
∴“綴撥、言 　．∴∴＼ 

工緩急◆日時：8／11、8／25、9／8、9／22、 ����10／31、11／14、11／28（水）全8回 10：00′）11：15 
∴　∵∴一＼ � 

鴻緑藻譲二二・10／13、10／27、11／10、11／24（土） 

全8回15：30～16：30 ����◆申し込み：7／25（水）10：00～窓口または電話 

◆申し込み：7／28（土）10：00～窓口または電話 ����◆定員：30名　◆参加費：3200円 

◆定員：25人　◆参加費：3200円 

アンコールにお応えして今年もまた“第2回卓球の技を学ぼう購　8I25（土）～世界チャンピオン石川佳節さんの元コ

ーチ陳諦荊さん・ニッタク所属コーチ高石さおりさんによる指導～
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☆☆葛飾弗の自由硝窮は参考は掠る児童雪柳入日害し宿。課題囲薯

の貸避・誌畳字やレン挙措？／！－姶甜博す。今串の霞も蒔くきん詰蕃

U琶為倖シ駕を集め晋、崇品をゲγトし置く患部届出☆☆

書　籍　名 ������������� �著　者　名 ���出　版　社 

凶犬 �の眼 �������������柚 �月　裕子 ���KADOKAWA 

大家 �さんと僕 �������������矢 �部　太郎 ���新潮社 

青空 �と逃げる �������������辻 �村　深月 ���中央公論新社 

騙し �絵の牙 �������������塩 �田　武士 ���KADOKAWA 

二義誓i‾　＿　匝 ����ゝ　　仝 ���������� ��‾農　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　　　　　　　　∠ム　　　　　　　ー一心 

i轡；三三 �所轄者から田口の駐在所に異動となった 日岡秀一は、穏やかな毎日に虚しさを感じ ていた。そんななか、懇意のヤクザから建 ���������������∵：三二三三三二「： 　詰牛丼もハンバーガーも食べたことがなく、僕 

十十 
霊設会社の社長だと紹介された男が、敵対 ��������������二＿二一一一二滋 ��十を俳榎と勘違いしている・“・…。 

亜長を暗殺して指名手配中の国光寛郎だと確信す ��������������二組 ��こ旅行するほど仲良くなった大家さんとの‘‘二人暮ら 

る。彼の身柄を拘束すれば、刑事として現場に戻れるか ���������������し”がずっと続けばいい、そう思っていた－。泣き笑い、 

もしれ あるこ 男気あ もよら �ない。日岡が目論むなか、国光は自分が手配犯で とを認め「もう少し時間がほしい」と直訴した。 ふれる国光と接するにつれて、日岡のなかに思い ない考えが浮かんでいく…。 ��������������奇跡の実話漫画。 

深夜の交通事故から幕を開けた、家族の危機。襲綴 押し寄せる悪意と興味本位の追及に日常を奪撥 われた母と息子は、東京から逃げることを決綴 ����∴ � 

－ 

・薄霧一大手出版社で雑誌編集長を務める速水。 ・－l、ii ��������������めた－。　　　　　　　　　　　　　　　　　鱗 ���� 

∴ 斜霞み �　　　　1エバ 醸三三三栄三的な男だ。ある夜、上司から廃刊を ������������匂わ ��球 ＼∴ ：； � �鱗　　　現代では「孤独＝悪」だというイメージ ���が o も わ い る。 を ＼」 

せる るか 「集 味わ 「素 

＿三≡　されたことをきっかけに、彼の異常なほ ���������������なりたくない」と一方的に忌み嫌われる 

議どの“執念’’が浮かび上がってきて…。 ���������������しかし、それは少しおかしくないか。そ 
一途を辿る出版界で牙を剥いた男が、業界全体に ����������������繍　　　　そも孤独でいるのは、まわりに自分を合 

メスを �入れる！ ����������������くらいなら一人でいるほうが何倍も愉しく充実して らで、成熟した人間だけが到達できる境地でもあ 団の中でほんとうの自分でいることは難しい」「孤独 えるのは選ばれし人」「孤独を知らない人に品はなし 敵な人はみな孤独」等々、孤独の効用を語り尽くす。 

禽願の覿 ������騎騙蘭 ���� � � 
一言∴∴悪態 ：撫 �沌※裕「＼∴ く費＿二ii 童話態溌離籍 �� � � �隷 � �� �京 子∴ � � �� 

議灘 �� � � � � �丈 �∴ヾ＼∴ �緩 凝議 �∴ ぶ一、、∵、「．： ÷ヽ：－ 溺躾高二統一－鷺 　溺蘭 �� ����：∴酸 �������� �図書特設 ��コーナーー2018∴本屋大 �∴賞 � 

‥緩・ ���：：∴十i継∴〈 ��� �鰯態鮫 ����滋 �∵∴ � 懸綴‥・ii■ �� ��■　　－ �� �� �、鳥 � � � 

一・一三一 �� �� �練′ � ��懸 � � �∴ ：：高：・ � �獣 � 

－＼、i：＼ ■●，● � � � �� � �、・綴　・鱒殺・ �� � � �� � 
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火器日は自主器8日、重電日は掌爆調嘱目　　電話　さ05－3339 

みなみコミュニティハウス・ニユ■ス　震尋三一一一言 

二義 

ヾ∴「幾、 

．懸ミ・ 

鶏饗澱響＿： ����������������笠相島謙繍鰯i． ��軸真 「∴：∵∴ 

＼熊．、※∴ 討紬溌 ◆申込み：7／ll（水〉10：00－7／21　　綴擬綴 

窓口または電話 ◆定員：45名◆参加費：無料 ����������� � � �　＼： 饗饗∴－義挙 �＼∵＼ 寧 

：－　一一・i �� � � �亨 � � � �� � � �� � �� �∴∴： 

「 
◆日時：7／29（日）10：30－11：30 ��������������当 ‥・緩態；；緩鰯綴 ��齢 

◆申込み：7I15（日）10：00～窓口または電話亨 ��������������‾望 �� 

◆定員： ��40名　どなたでも　◆参加費：無料　　　蜜鴇的灘 

蓋整糞媛　‾紀子‾‾‾‾‾ 「；∴∴：∴室＼∴∴∴－一 ������　　′ 撥撥瀦 ������i鸞　闇闇麗 ��章え ：ヾ �醒 

閻蟻酸醸i 感態繋遥言憲二＝　　　i、－整繋憑裟麗雲 ������∴∴ ������減 綴発議麟黙綴繋一議麗謙繋繋 

◆7I2（月）10：00－12：00　◆定員：20名 

：言∴∴一 華i∵高言孝一‾二二‘‾ ∴＼∴ 幸三震尋請書葦 ′・‾＝ ��：◆申し込 言〆 ����み：eI1810：00～窓口または電話 

綜　◆参加費：無料　※協力：エステインフレンズ 


