伝授︒さらに先着 人には
マッサージに使えるアロマ
オイル︵３ミリ︶プレゼン

日まで 陶芸教室も好評
西山台１丁目︑ナチュラ
ル雑貨の店﹁布土木﹂０７

マーセールがスタート︒夏

２・３２０・２８５６でサ
すすめ︒ストール︑かごバ

ので︑早めのチェックがお

ほとんどの商品が一点物な
〜

詳しくは問い合わせを︒

ッグも ％オフ︒ 日まで︒
また︑店舗奥の陶芸教室
では︑一人ひとりのペース
に合わせたレッスンが好評︒

ウェブも好評
写真いっぱい

〜 ％オフに︒

物衣料が

﹁うなぎ﹂メニューが充実
円引き

時半︒月火休︒︹岩谷︺

ば焼き御膳﹂を６周年にち
なみ６００円引きで提供︒
その他︑毎日 時から
時まで生ビール１９０円で
提供する︒６周年感謝セー

６周年感謝で 〜
６周年感謝セールでは︑

直売店﹁中村ぶどう園﹂０
７２・２２０・９６２１が

ルは秋口まで企画している
ので乞うご期待︒予約・問
い合わせは電話で︒ 時半
〜 時︑ 時〜 時︵当面

肉厚でボリュームたっぷり
の﹁うな重﹂
・
﹁上うな重﹂
・
﹁特上うな重﹂が７００円
うなぎ
泉ヶ丘ひろば専門店街１ 引き︑新メニューの﹁鰻か
階いずみこみちの創作和彩
﹁湖泉別館﹂０７２・２８
４・５１１５が６周年を迎
え︑日頃のご愛顧に感謝し
て６周年感謝セール開催︒
コロナや夏バテに負けな
い体を作ってもらえたらと︑
大野台５丁目︑陶器山ト
おいしい﹁うなぎ﹂を存分
に使ったメニューが充実︒ ンネル近くの︑大野ぶどう
座︑スポーツ健康学科の器
械運動教室などもあり︵締
め切りが間近のため要確認︶
︒
ネットか往復ハガキ︵同
大ハルカスキャンパス宛て︶
で申し込みを︒詳しくはホ

▽星空観察会＝

日・

チョウやトンボ・甲虫など
を観察︒講師による解説あ
り︒参加費５００円︒

日・８月７日・ 日夜７時
半〜９時︒口径 センチの
望遠鏡で︑惑星や星雲・星

ポイントラリー

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

狭山池博物館で

参加費７００円︒雨天・曇
天中止︒
共に要予約︒ちはや星と
自然のミュージアム０７２
１・ ・００５６

日

くわくイベント・狭山池博
物館の夏休み／ポイントラ
リー２０２１﹂を開催︒
博物館内のポイントをま
わり︑狭山池に関するクイ
ズに答え︑スタンプを集め
ながら暗号を解く︒時間内
随時受け付け︵入館は４時
半まで︶︒対象は誰でも︵小

時まで︶︒水休︒︹髙見︺

クイズ当選者
や特ダネ賞に

います︒ご応募お待ちして
います︒

こはどこでしょう︑特ダネ
賞の当選者などに進呈して

特製エコバッグを作成いた
しました︒
クロスワードパズル︑ま
ちがいさがし︑なんでこん
な名前になったんか？︑こ

周年を迎えたことを記念し︑

本紙は今年４月に創刊

本紙特製のエコバッグ進呈

は

全国発送も

可︒
見せている︒
品種の説明や販売時期な
〝中村ぶどう園〟の代名
詞とも言えるオリジナル品 ど︑詳しくはＱ Ｒコードか
種の﹁紅しずく﹂をはじめ︑ らホームページをチェック
最近人気の皮ごと食べられ して︒
９時〜 時︒おおむね
る大粒品種も勢ぞろい︒
月上旬まで︒
期間中は無休︒
︹岩谷︺

全国発送も受け付け中︒
予算に合わせて詰め合わせ

ら配布状況のモニターを
募集︒
▽１年間︵今年７月〜

東くみの木︑藤沢台︑
津々山台︑小金台エリア
在住の 歳以上の読者か

まで送信してください︒
︵携帯メールの場合はパ
ソコンからの受信可能な

号・ファクス番号・メー
ルアドレスを記入して︑
コミュニティモニター係

いただける方に薄謝進呈
いたします︒ご応募は住
所・氏名・年齢・電話番

▽髙橋道真︵はつが野︶

コバッグをお贈りします︿敬
称略﹀▽北端豊子︵藤沢台︶
▽今川アヤ子︵金剛伏山台︶

６月 日号のクロスワー
ド 正解は﹁ドライアイ﹂
でした︒次の３名に特製エ

がし 正解は﹁ＣＥＦＧ﹂
でした︒次の３名に特製エ
コバッグをお贈りします︿敬
称略﹀▽松村和奏︵はつが
野︶▽日高美和︵原山台︶
▽槇野冨美子
︵北貴望ヶ丘︶

来年６月︶継続して協力
していただける方︵学生
不可︶

本紙配布モニター募集

︒ ７・８８９１
では︑夏のイベントを開催︒ ６時〜７時︑泉ケ丘駅前の 学３年生以下は保護者同伴︶
▽夏の昆虫観察会＝ 日 南図書館３階で例会︒テキ 参加費無料︒問い合わせは
６月 日号のまちがいさ
１時〜３時︒夏の金剛山で ストは小説﹁三国演義﹂︒会 狭山池博物館０７２・３６
費なし︒見学歓迎︵ピンイ
ンを読める人︶
︒直接会場へ︒
問い合わせは佐藤さん０７
２・２９３・１５９７

今年もオープン︒心待ちに
していた客らでにぎわいを

皮ごと食べられる大粒も

直売店がオープン

20

わたしの街の あんな店こんな店
オールハンド施術が人気
読者は通常２万円が１万円
って予約すれば︑通常２万
円が１万円に︒施術後は自
分で簡単に出来る﹁顔の１
分間リンパマッサージ﹂を
向陽台小学校近く︑癒や
しの空間﹁リフレッシュハ
ウスＭ＆Ｔ﹂０７０・８４

夏物 ％〜
％オフに

ト︒９時〜 時︒電話応対
は８時〜 時︒ショートメ
ール可︒不定休︵７月は日
休︶
︹岩谷︺

８５・１６４５は︑完全予
約制の女性専用サロン︒
年目を迎えるオーナーによ
るオールハンドの施術は
〝幸
福感に満たされる〟
と人気︒
﹁アロマ・リンパ全身ト
リートメント﹂は︑じっく
り１４０分の時間をかけ全
身をオイルマッサージする
看板メニュー︒
コミュニティを見たと言

内容の変更の可能性あり︒

ームページ﹁特別講座・公
開講座﹂で︒ ・６６１５・
８４６０︵火〜土︶

親子で粘土教室
締め切りは 日︒
他にも親子でプログラミ
ング講座や薬学科の科学講

大谷大志学台キャンパスで
大阪大谷大学志学台キャ
ンパスで公開講座を開く︒
教育学部では︑親子で楽
しむ造形教室﹁子供と一緒

11
18

30

17

団を観察︒解説員による宇
人︒ 宙の話も︒参加には金剛山
日〜８月 日︑ 時〜
キャンプ場への宿泊が必要︒ ５時︑狭山池博物館で﹁わ
受講料１５００円︒受講会
場は市役所南館講堂︵施設
見学は現地︶︒
８月 日締め
切り︒申し込み＝大阪狭山
市市民活動支援センター０
７２・３６６・４６６４

＊
泉北中国語朗読会

・

泉ヶ丘の図書館で
昆虫や星の観察会

金剛山ちはや園地で

修了証書を授与︒先着

〝まちづくり大学〟
受講生募る
生涯住み続けたいまちづ
くりを︑市民と行政とで協
働して実現するための学び
の場﹁第 期まちづくり大
学﹂では受講生を募集中︒
受講期間は９月 日〜１
月 日︒﹁大阪狭山市の行政
を学ぶ﹂﹁市民参加の協働を
学ぶ﹂﹁ボランティア活動を
体験し︑
学ぶ﹂ほか 講座︒

大野ぶどう

50

10

11

10

19

50

大阪府民の森ちはや園地

受信設定のこと︶︒ご協力

メールで報告していただ
ける方︵ファクスは自動

が出来︑ファクスまたは

▽毎号︵チラシも含む︶ 設定に︶︒ 日必着︒採用
の配布状況等のチェック の方にはこちらから連絡

20

30

18

17

23

29

いたします︒ＦＡＸ０７

２・２９６・６９７９︑

メール haifu-monitor@kv
d.biglobe.ne.jp

今週中に発送いたします︒

24

700

17

15

17

24

14

に粘土表現﹂
＝８月７日
︵土
粘土︶
・ 日
︵不思議な粘土︶
・
９月４日
︵紙粘土︶
︒
講師は︑
教育学部准教授の山本将之
さんと教育学部講師の狩谷
潤也さん︒
２時〜４時半︒対象は小
学生とその保護者︒︵祖父母
など参加可︶３回全て参加
必須︒保育サービスあり︒
定員 組 人︒新型コロナ
ウイルス感染症の発生状況

30

25

31

27 13

20

24

10

11

14

40 11

18

30

21

19

17

600

74

50

18

29

でリモート開催に切り替え︑ 一定の修了条件を満たせば

40

21

20

06

26
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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

