とっておき 桜の見所
早咲きやシダレも
狭山池︵大阪狭山市駅よ
り西へ徒歩 分︶▽狭山池
公園は﹁日本の歴史公園１
００選﹂に選出︒池の周囲
２・８キロの周遊路に約１
３００本の桜が植えられて
いる︒早咲きのコシノヒガ
ンが多く︑３月下旬から開
花が見られ︑府内で最初に

事務局０７２・３６５・３
１９４

ムページで確認を︒問い合
わせ＝桜まつり実行委員会

は中止︒開花状況は市ホー

イベントは中止ないし５月
以降に延期︒詳細は長野公
園ホームページで︒長野公
園管理事務所０７２１・ ・

原徹也さんのドラムショー・
各種ワークショップなど全

ェクションマッピング・梶

長野公園︵河内長野駅か
ら徒歩８分︶▽奥河内さく
ら公園の愛称でも親しまれ

２７７２
天野山金剛寺︵河内長野
駅から南海バス﹁天野山﹂

園全体が桜色に

る同公園には５００本の桜
が植えられ︑満開時には公
園全体が桜色に染まる︒新

南海バス﹁観心寺﹂下車︶ 無料︒０７２１・ ・８７
▽関西花の寺二十五番霊場︒ ３９
寺ケ池公園︵河内長野駅
境内に１００本以上の桜︒
から南海バス﹁赤嶺﹂下車︶
０７２１・ ・２１３４
天見地区︵天見駅下車す ▽池の外周に花見スポット

会主催の歩行者天国は中止︒
金剛団地自治会０７２１・
・２１２９
錦織公園▽園内のほぼ中

へ徒歩 分︶▽寺池周辺の
ソメイヨシノは見事︒自治

ｍ 続く桜並木
石川河川敷▽喜志大橋か
ら新北橋にかけては﹁桜づ
つみ﹂と呼ばれ︑１００メ

３０９号は︑美しい桜のト
ンネルに︒
寺池公園︵金剛駅から東

が点在︒同時期に咲くユキ
ヤナギや桃園のモモの花も
美しい︒同公園管理事務所
０７２１・ ・２１１１

ぐ︶▽天見駅遊歩道はソメ
イヨシノや山桜などの並木
が続く︒４月中旬にはボタ
ン桜も︒

種類 本の桜
花の文化園︵河内長野駅
からバスで 分﹁上高向﹂
または﹁奥河内くろまろの

ートル以上桜並木が続く︒
サイクリングロードや芝生
の広場もあり︒

美しいトンネル

２月 日号 面に掲載の
興和ハウジング︵藤沢台︶
で 日に開催予定のセミナ
ーは中止︒問い合わせ＝興
和ハウジング０７２１・ ・

２月 日号のまちがいさ
がし 正解は﹁ＡＣＥＩ﹂
でした︒次の３名にＪ ＣＢ

日号のクロスワー
正解は﹁オミズトリ﹂

２月

ギフト券︵千円︶をお贈り
します︿敬称略﹀▽まつ下
しゅんや︵半田︶▽南秋彦
︵あかしあ台︶▽中田敏子
︵三原台︶
ド

央にある桜木の里には︑ソ
メイヨシノ約２４０本が︑

あふれんばかりに咲く︒ヤ
マザクラも園内の至る所に︒
０７２１・ ・１５０６
滝谷公園︵近鉄滝谷不動

駅歩 分︶▽ソメイヨシノ
などが山肌一面に咲き乱れ
る富田林髄一の名所︒４月
７日の桜まつりは中止︒滝
谷不動共栄会０７２１・ ・
２４７４

とめて発送いたします︒

翌月第２週に今月分をま

生︵はつが野︶▽佐藤美咲
︵鴨谷台︶▽平原照美︵西
山台︶

11

郷﹂下車︶▽園内には約
種類２２０本の桜︒中央に
ある 本のしだれ桜は見ご
たえあり︒イベント情報や

開花状況は Facebook https:
//www.facebook.com/fululu 藤沢台▽新家交差点から
で随時更新︒駐車場 木材団地方面へ向かう国道
garden/

osakasayama.osaka.jp/̲op ３１１９
sm/
日〜 日に長野市役所
２月 日号 面掲載の︑
内の﹁オンキッチン﹂で開 ﹁さやか名画座﹃そらのレ
催予定だった﹁明日への扉 ストラン﹄﹂は中止︒チケッ
／小さなマルシェ﹂は延期︒ トプレゼントに︑たくさん
のご応募をいただきました
が︑プレゼントも中止とさ
せていただきます︒
※他の公演については︑
さやかホール０７２・３６
５・８７００

35

63

めぐり﹂は 日以降に延期︒ でした︒次の３名にＪ ＣＢ
詳細は同館ホームページで︒ ギフト券︵千円︶をお贈り
http://www.sayamaikehaku. します︿敬称略﹀▽小室芽

27

下車すぐ︶▽境内や周辺は
﹁大阪みどりの百選﹂に選
出︒境内の大きなしだれ桜
は圧巻で︑隠れた桜の名所︒
境内を流れる渓流沿いの桜
並木も美しい︒０７２１・
・２０４６
観心寺︵河内長野駅より

フを練習し︑実演する︒間
違うことを恐れずに感情を
込めて英語が話せるようチ
ャレンジするイベント︒英
語好きなら年齢・レベルは
不問︒無料︒問い合わせ＝
info@arch-base.com

中止・延期の催し

催予定の﹁アトリエ絵実
周年児童画作品展﹂は︑ラ
ブリーホール臨時休館のた

28

河内長野八景にも選出され
ている夜桜のライトアップ
は 日〜４月５日７時〜９
時︵中止の可能性あり︶︒ま
た︑予定されていたプロジ
本場の中国茶を飲みなが
ら︑お茶文化についての話
を聞く︒ゲストは中国プー
アル茶専門店代表の角高め
いさん︒先着 人︒参加費
５００円︵中国茶付き︶︒申
し込み・問い合わせ＝同協
会０７２１・ ・２６２２

＊
日・ 日︑
法律相談会
金剛駅近く
日・ 日さやかホール
の松川ビルで︒成年後見︑ で開催予定だった大阪狭山
相続・遺言や生前贈与︑破 陶芸協会による﹁第 回大
産・債務整理などに司法書 阪狭山作陶展﹂は中止︒
士が応じる︒相談無料︒要
日ラブリーホールで開
予約︒中野司法書士事務所
０７２・３６８・３８００

英語で映画の

11

花見が出来る名所として人
気︒同時期に咲く狭山池博
物館周辺の白いユキヤナギ
も美しい︒その後︑ベニシ
ダレなど八重桜が開花︒４
月中旬まで楽しめる︒
恒例の桜のライトアップ

キロのコース
日に富美展

９０・３４２９・３８２６

〜
すばるホールで
日〜 日の 時〜６時
︵月曜は休館︑最終日は４
時まで︶にすばるホール３
階展新
示型
室コ
でロ
富ナ
田ウ
林イ
市ル
美ス
術協
会拡
が大
﹁防
第止の
回た
富め
美中
展止
﹂を開
催する︒日本画や洋画・彫
刻・書・写真など︑１４０
人が出展︒入場無料︒問い
合わせ＝富田林市美術協会
事務局の内山さん０７２１・

め︑５月２日１時〜７時に
延期︒
日まで︑狭山池博物館

28

62

が臨時休館︒ 日から開催
される予定の春季企画展
﹁土
木遺産展／関西のトンネル

24

56

15

15

100

14

日﹁泉北の桜めぐり﹂
のんびり歩く
シニア層を中心にウォー
キングを楽しんできた﹁歩
け泉北クラブ﹂が︑昨年
月に解散︑新しく﹁歩け泉
北クラブらくらく会﹂とし
て活動する︒﹁ゆっくり︑の
んびり﹂をテーマに︑年４
〜５回季節ごとに キロま
でのコースを︑花を愛でた
り︑資料館を見たりしなが
らウォーキング︒
第１回は 日﹁泉北の桜
めぐり﹂
︒ 時に泉ヶ丘駅前
泉ヶ丘ひろば集合︒泉ヶ丘

アテレコに挑戦
日・ 日共に１時〜２
時︑ワークショップスペー
︵堺市大美野１５８
ス Arch
︶で︑﹁英語アテレコチャ
レンジ﹂を開催︒

１時間で英語映画のセリ
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27

27

27

18
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220

14

15

15

24

15

15

21

Y

10

20

14

26

10

62

25

−

26

23

26

15

20

12

・９１３３
駅↓荒山公園↓西原公園↓
鴨谷公園↓光明池駅までの
テーマは
﹁中国茶﹂
約 キロのコース︒弁当・
日に多文化カフェ
飲物・雨具・帽子など持参︒
日１時半〜３時︑とん
誰でも参加可︑特に泉北ク
ラブＯＢの参加を︑と呼び だばやし国際交流協会で第
回多文化いどばたカフェ
を開催する︒
掛けている︒村岡さん０７
２・２９７・４８１８︑０

26
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10
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29
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19
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28
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金剛さやまコミュニティのホームページは「金剛コミュニティ」で検索OKY
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