ＬＩＰ（りっぷ）は、枚方市民発の
福祉・教育・文化・環境・ボランティアなどの
情報を掲載する地域密着型情報紙です。
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「もぐらの目」～六十七～

三つから二つへ

鶴島緋沙子

庭の梅の木が花開く三月、夫は逝った。
去年の暮、家族で八十八歳の米寿の食事会
をして以来、少し食欲が減ったかなと思うほ
どのことで、見た目は変わらず「まだまだお
若いですねえ」と近所の人が言葉を掛けて下
さる通り元気に見えていた夫だったが、入院
して二週間、あっけなく旅立った。
りっぷ三月号の「もぐらの目」に、
「卵かけ
ご飯」好きの彼のことを書いたが、入院して
からは、ほとんど食べ物は口に出来ず、飲み
たがっていた大好きな熱いコーヒーも飲めず、
只々点滴と管による栄養補給だけだった。
それでも最後の瞬間まで意識は確かで、長
男夫婦や次男、孫夫婦の励ましの言葉に頬笑
みを返していた。娘のいない私に寄り添って
最後まで親身に世話をしてくれた長男のお嫁

鶴島緋沙子さんは、山田洋次監督の映画「学校Ⅲ」
の原作となった「トミーの夕陽」
（つげ書房新社刊）
などの作品で知られる枚方市在住の作家。
「大阪府
高齢者大学校エッセー文学科」
「大阪府民カレッジ
ひらかた校」等講師。著書『私の中の瀬戸内寂聴』
『もぐらの目』など。
「自閉症」の息子さんの母親
であり、
「枚方自閉症児(者)親の会」の元代表。

学生時代から得意な漫画を描いたり「サント

リーミステリー大賞」に応募して何度か佳作

さんには感謝しかない。
地味な家族葬をと思っていたのに、瀬戸内

近くまでいった文才も、俊敏で走るのが早か

こんなに変わり果てるなんてこの無常。こ

寂聴先生から豪華なお花を戴いたり、聞き及
儀も思いも寄らぬ人々の温かな空気一杯に包

れが、八十八年、生きとし生きてきた人間の

った彼の足も、骨と灰だけになっている。

まれ、七〇歳の頃のちょっと気取った遺影も

終末の姿なのだ。

んだ方々が来てくださったりで、お通夜も葬

嬉しそうに頷いているようだった。

食事時に並ぶお箸が二対。お菜も二人分。テ

なってしまった。何もかもが三つから二つへ。

次男と三人で成り立っていた家族が、二人に

く、明日の自分を創っていくことではないで

「生きるということは今日の自分を創ってい

した時の私への寂聴先生のお言葉。

とは、二度、夫と二人でお目にかかってお話

「あんたは、全面的にご主人に甘えてる」

ーブルがやけに広い。椅子も二つで済む。

しょうか」

そんな日々は、あっと言う間に過ぎ去り、

「お父さん、死んじゃったねえ。寂しいね。

を胸に刻んで明日からの自分を又、創ってい

「寂聴日めくり」に書かれたこの先生の言葉
と言う自閉症の次男の言葉に一瞬ぎょっとし

かなければならない。

次はお母さん」
ながらも、どこかで気持ちが軽くなる。
「そうよ、お母さんの時も頼むわよ」
と応じる私の前に、コーヒーカップを傾ける
夫の顔が浮かぶ。
「お父さんの骨いつお墓へ持っていく？」
何でも順序よくもの事が進まないと気にな
る次男のそんな言葉に助けられ、いつまでも
感傷に浸っているわけにはいかない。
人生、何が哀しいと言ってもお骨拾い程虚
しいものはない。すーっと暗い中に吸い込ま
れて行って出て来た時は、もう見る陰もない。
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（「水道民営化とくらし」学習会）
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「水道民営化とくらし」を考える学習会に行きました。
３月 16 日（土）交野市青年の家にて、「水道
民営化とくらし」をテーマとした学習会が開催
されました。主催は、交野市の団体「憲法とく
らしを考える会」です。
最初に「交野の水道の特徴と現状について」
の説明を交野市水道労組副委員長・飯田さんか
ら聞きました。交野の水道の特徴は、
「自己水（自
己水源）を保有し、その割合が大きい」
「自己水
源が地下水である」「浄水方法に生物処理方式
（鉄バクテリア法）を採用している」というこ
とです。地下水は水温が年間を通して一定（交
野の地下水は約 18℃）であり、地下水になる過
程で自然ろ過されるため水質が安定して良好で
す。一方、水の流れが少ないため、水源が一度
汚染されると影響は長期にわたります。交野市
の水道水の内訳は、地下水（自己水）と表流水
（大阪広域水道企業団から購入する河川水）を
７：３でブレンドして給水しています。年間給
水量や水道管の耐震化の状況等のデータを聞き、
地域の水道についての理解を深めました。
続いて、
「水道の民営化、広域化～水道法改正
と持続可能な住民本位の水道」について、近畿
水問題合同研究会事務局長・植本眞司さんから
お話を聞きました。水道料金は１㎥（1,000 リ
ットル）あたりの全国平均価格が 172,47 円。下
水道使用料と合わせても 350 円弱です。一方ペ
ットボトルの水は 2 リットルで約 100 円。１㎥
だと 50,000 円となります。飲み水に使うだけな
ら、水道水の方が圧倒的に安く安全だというこ
と。一方、水洗トイレ、洗車、炊事・洗濯など
により、使用水量が急増しています。便利さを
求め過ぎた代償ではないでしょうか。
水道料金の内訳と推移を見ると、業務の委託
を行うことにより人件費が減少し、人件費と委
託費の割合が近づいています。また、老朽施設
の更新、耐震化などにより、減価償却費がこの
35 年間で約 2,5 倍に増加しています。
このような支出の増加と、人口の減少等によ
り需要が減少し料金収入も減少していること、
職員の減少や高齢化による人材不足といった問
題を解決する目的で、2018 年 12 月６日水道法
が改正され、今秋にも施行の見込みとなってい
ます。この改正水道法の概要は、広域化と官民
連携。すなわち、国、都道府県の主導により、

小規模事業体を統合し（広域化）、事業運営その
ものを民間資本に委ねるコンセッション方式
への移行を促し、民間資本の海外の水ビジネス
参入の条件づくりを行う（官民連携）というこ
と。
さて、諸外国の例を見れば、水道および下水
道事業を民営化の後再公営化した自治体の数は、
267 件（フランス 106、アメリカ 61、スペイン
27、ドイツ 17 等）。どういうことかというと、
民営化後に料金が高騰、施設老朽化の対策より
も役員報酬、株主への配当等が優先されたりし
たために、再公営化されたということです。
フランス・パリ市では、1985 年民営化された
後 2008 年までの間に水道料金が 1,74 倍に高騰、
2010 年再公営化されると 4000 万ユーロ（約 50
億円）の費用が削減され料金も少し下げられた
ということ。再公営化には企業に違約金等を払
のですが、
わなければならないリスクがある
それでも海外の市民は再公営化を選択している
ということ。
表やグラフで示される数字に驚き圧倒されな
がら、
「民営化して水道の安全は守られるのか？」
「大規模災害時に対応できるのか？」
「公営のま
まではできないことなのか？」と疑問が湧いて
きます。
「それぞれの自治体により水道をめぐる
事情は異なります。それぞれの地域でいちばん
適した方法を探り考えていくことが大切でしょ
う」と話が締めくくられると、会場から次々と
質問の手があがりました。
「民営化すると市民の
コントロールがきかない」
「株主配当や高額な役
員報酬が発生する。今より良いサービスを、本
当に安く、やってくれるのか？」
「何かあった時
には契約書が全て。実際に契約を交わすのは、
市役所と企業。契約する時に細かいところまで
しっかり確認することが必要」。そんな言葉が、
突き刺さるように残りました。
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子龍（しりゅう）に嫉妬

小森和子

「子龍はええなあ」と姑の独り言が聞こえてくる。
〝子龍〟というのは、我が家の愛犬の名前で、中
型犬より大きめの立派な体格の雄の雑種である。
勝手口の横に繋がれて、立派に番犬の役目を果た
している。
台所で夕食の支度をしている私には、そのあと
の声は聞き取れなかった。姑の独り言は、いつも
の癖だが、これがなかなかの曲者である。言いに
くいことや腹立たしいことなどを上手く、訴えた
い人に聞こえるように言うのだ。私も徐々にその
対応に慣れ、近頃では、聞こえないふりで応戦し
ている。
ところがこの日、食卓を囲みながら、
「お義母さん、子龍の何がいいの？」
とついうっかり聞いてしまった。
〝待ってました〟とばかりに身を乗り出し、
「子龍は、おやつの煮干しをいっぱい買ってもら
えて、いいなあって、言ってたの」
姑は昆布や鰹節の出汁よりも煮干し出汁の方が
好きなのだ。私は数日前に煮干しの買い足しを、
頼まれていたのだった。
「ごめん明日は、必ず買ってくるわ」
「まあ、覚えていたらで、良いわ。犬用でも結構
おいしいから」とすまし顔。
おいしいって、もしかして、昨日姑が作ってく
れた大根の煮物。出汁がきいていておいしかった
が……。
その日の夜、こっそり勝手口を出て、恐るおそ
るゴミ箱のふたを開けた。その匂いにつられて子
龍が目を覚まし尻尾を振っている。やっぱり。
自宅の周辺一帯が局地的大雨に見舞われた。そ
の日、家には姑、息子のひろみつ、そして子龍が

いた。私が帰宅する頃には、雨は既に止んでいた
にもかかわらず、道路は水浸し、おまけに停電し
たままであった。床下まで浸かったと姑が嘆いた。
ろうそくを灯し子供たちと泥水の後を掃除してい
た。姉弟は喋ってばかりなので「手も動かして」
というと、娘が私の側にやってきて「ひろみつ、
あほやで」と弟をけなす。さらに続けて「子龍が
排水溝に流されたと思ったのだって」と言いなが
ら勝手口そばの排水の会所桝の大きさを両指で丸
く表した。確かにどう考えても大きな子龍が入る
のは無理だ。
それを聞きつけた息子は、
「すごい勢いで渦が巻いてたんやで！」と口をと
がらせた。
その場にいた彼が言うには、子龍を繋いでいた
鎖だけが残されていたので、早く助けなければと
慌てて
「ばあちゃん、子龍流された」と祖母に応援を求
めたそうだ。
大丈夫、玄関に移したという祖母の声に、胸を
なでおろしお礼を言って離れると
「子龍はええなぁ、心配してもらえて」と祖母の
つぶやきが背後から聞こえたそうだ。
「ばあちゃんは、繋がれてないから大丈夫に決ま
っているのに」と息子。
「ほんまや、動けるからなあ」と相づちを打つ娘。
私はふたりの顔をみて深いため息をついた。
私は、かねてから北海道旅行に行きたいと思っ
ていた。花が好きな姑と芝桜やラベンダー畑で写
真を撮り、日ごろの感謝の気持ちを伝えようと思
っていた。それを励みに五年間旅費を積み立てた。
姑は、里帰り以外は、遠くへ外出したことがない。
喜んでくれるに違いないと思った、私が馬鹿だっ
た。

「お金を出してまで疲れに行くことなどないわ。
わが家がいちばん」と身も蓋もない。
結局、姑の気持ちは変わらず夫婦と娘、息子の
四人で三泊四日の北海道旅行に出発した。結婚以
来、姑を独りにしたことはなく気がかり半分、腹
立たしさ半分。
宿に着き、息子にちょっと家に電話してという
と、すぐに掛けてくれた。
「ばあちゃん、子龍は元気か？」
第一声がこれだ。頼む相手を間違えた。翌日は、
娘によく言い含めて頼んだ。
「ばあちゃん、子龍もう寝た？ 水、替えてやっ
てな」
電話を切りかけたので慌てて目くばせした。
「あっ、それから、ばあちゃんも元気か」と付け
足した。
四日目の朝、荷物をまとめる私の横で、夫が自
宅に電話をしていた。やはり母親のことが気がか
りだったのだと思ったのもつかの間
「家の鍵、持ってないので寝ないで待っといて」
と言っている。もう開いた口がふさがらない。
このままでは、自宅の敷居はまたげない。私は
慎重に会話を考えて、頭の中で反復練習を行った。
大きく息を吸って受話器を手にした。
「もしもし、お義母さん、留守中ありがとうござ
いました」あくまでも優しく、したでにしたでに。
「子龍のことやろう」と姑は勘ぐってしまった。
これは聞こえないふりをして
「ちょっと、電話が遠いのだけど、お土産は何が
良いですか？」と少し大きめの声で言った。
「に・ぼ・し」とひときわ大きな声が返ってきた。
受話器のプープープーの音がやけに煩い。

「大阪府高齢者大学校エッセー文学科」小森和子さんの

作品です。講師をつとめる鶴島緋沙子さんの推奨作品。
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朝活と言うのが流行りらしい。朝の５分間は夜の
１時間分に匹敵、という雑誌の記事も目にした。
わたしも最近、朝の出勤前の時間帯を趣味の極少
出版部の活動などに当てている。流行に乗ったわけ
ではない。爺さん体質になってきて、勝手に早朝に
目が覚めてしまうからだ。下手をすると夜明け前の
４時くらいから活動開始となる。
ＬＩＰに戦争体験を連載させてもらった鶴島昭雄
さんのお家に線香を上げに伺ったとき、昭雄さんが
かつて、サントリーミステリー大賞に応募されたと
いう小説の遺稿を見せていただいた。以前、出版の
お手伝いをした時代小説『天正の謎』とはまた別の
原稿だった。
『未知の空間を覗け』というタイトルのミステリー
小説で、
原稿用紙３７１枚という大作だ。
もちろん、
すべて手書き。束ねられた原稿用紙は厚さ５センチ
近くにもなる。
自分が読みたいのが半分、原稿を預からせてもら
った。
この手書き原稿を早朝、
パソコンで入力している。
自慢じゃないが、わたしはパソコンでの日本語入
力作業はかなり好きでもあり、
得意だと思っている。
キーボードをまったく見ないで入力するタッチタ
イピングができる。ホームポジションと言って、右
手人差指をＪ、左手人差指をＦの位置から動かさな
いのがコツだ。
普通に日本語入力しようとすると、確定や改行で
の enter キーだったり、ミスった時のバックスペー
スキーは避けて通れない。しかし、よく使うこれら
のキーは、ホームポジションから遠い。
そこで代用のショートカットキーを使う。
enter は ctrl+m で BACKSP は ctrl+h で代用する。
これだけで、ほとんどホームポジションから離れず
に入力できるようになる。また、最近のパソコンの
キーボードでは、ctrl キーの位置が左下など打ちに
くい位置にある。
これをＡキーの左側に配置すると、
格段に快適になる。
そして早朝入力作業だ。
どんどん入力していく。ミステリー小説なので、
楽しんで読みながらの作業になる。
夢中でやっていると、すぐに出勤時間がやってき

た。
入力できたページ数から文字数を計算すると、分
速１００文字ほどになった。このペースで入力して
いくと、累計２４時間ほど作業すると、全部入力で
きることになる。
早朝の作業は、確かに能率は上がった気がする。
でも、能率向上と同時に、疲労も増えることに気
づいた。よく考えてみたら当然だ。
そして、調子に乗って入力を楽しみすぎた翌日、
妙に左人差し指が腫れっぽいのに気づいた。指を酷
使し過ぎで腱鞘炎気味になっている気がする。効率
は上がるが、負担も大きいわけか。これも考えてみ
れば当然か。
ということで、この文章は左人差し指を使わない
よう、スマホで入力している。
現在、作品全体の３分の１ほど入力できた。だん
だんストーリーに引き込まれていくが、調子に乗り
すぎず、ボチボチ作業することにした。供養にはち
ょうど良いかも。
何冊作るかはまだ未定だが極少出版なので１００
冊程度か。電子書籍も同時に作るつもり。
もし欲しい方がおられたら、早い目に予約を入れ
てもらうと確実です。
（ＬＩＰ編集局 わたなべ）
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枚方市在住

鶴

島昭雄さんの戦争体験』再増補版
付録として“無駄話”４話を巻末に掲載
Ａ５判

１０４ページ

◆『未知の空間を覗け』
Ａ５判

約２５０ページ

頒価５００円

鶴島昭雄著
予価

１２００円

（五行歌・イベント情報）
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女三人寄れば
おしゃべりで花が咲き
桜そっちのけで
楽しい一日の
プレゼント

天河童

井上親子

浮游

海も
山も
牛も鶏も
爺もばばも
春は うれしい

磨きこまれた靴
プレスのきいたシャツ
キユッと締めたネクタイ
出番のない寂しさ
毎日の朝

五行歌（ごぎょうか）とは……五行で書く短い詩。
字数や季語などの制限はなく、自分のおもったこと、
感じたことを、そのまま言葉にして書きます。枚方
では、五行歌ひらかた歌会(連絡先：090-5893-5635）
が、月一度、歌会を行っています。その作品の中か
ら、ＬＩＰ編集局が「気になるうた」を選びました。

【参加者募集】 放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」
情報交換・交流会
子どものこと、学校のこと、高校進学、勉強や、家庭での時間
の過ごし方について、気になることはないですか？ 保護者ど
うし、
時には支援者を交えて、
おしゃべり情報交換しましょう。
2012 年度は、奇数月の月曜日に開催予定です。
＊月日：５/２７、７/１、９/３０、１１/１８、１/２７、
３/２ （奇数月の月曜日）
＊時間：10 時半～お昼過ぎ
遅刻早退ＯＫ、出入り自由です。
＊場所：ラポールひらかた
＊参加費：無料
問合せ：c-k＠love-dugong.net または、
020-5823-5635（16 時以降 豊高）
（予定変更の場合もありますので、ご確認願います。
）
下記ブログにて、随時情報を掲載しています。
http://ameblo.jp/challengekids81573/
（
「チャレンジ・キッズ」
「アメブロ」で検索してください）

第37 回
北摂「障害」のある子どもの高校進学を考える学習会
“重度”といわれる「障害」のある生徒も、テストで点数をと
るのが難しい生徒も、大阪では普通高校に進学し、他の生徒た
ちとともに学んでいます。実際どんな受験をして、高校生活を
送っているのでしょうか？卒業生の、超ホット体験談をお聞き
します。質問大歓迎！
◆日時：2012 年５月12 日（日） 午後１時半～４時半
◆場所：摂津市立コミュニティプラザ３階 コンベンションホ
ール（摂津市南千里丘5-35 Tel：06-4860-2300 阪急京
都線摂津市駅隣接）
◆お話予定：山内寛さんとお母さん（城東工科高校卒業生）
新居優太郎さんとお母さん（春日丘高校定時制卒業生）
◆参加費：無料（資料が必要な方は資料代３００円）
◆手話通訳あり
◆主催：
「障害」のある子どもの教育を考える北摂連絡会
共催： 摂津市教職員組合
◆問合せ先
鈴木：020-2166-5575 詫間：020-1712-7220
FAX：06-6840-1622
メール：suzulann-rin-4842＠softbank.ne.jp

＝＝＝＝＝ とれぶ出版部の本 ＝＝＝＝＝
プロでもないシロートでもない、マニアだから出来ること ～ 極少出版を実践しています

28
問合せ先 books＠love-dugong.net（わたなべ）

〈６〉

（イベント情報）

ＬＩＰ

２０１９／０５

「知的障害者を普通高校へ北河内連絡会」5 月定例会ご案内
５月です。子どもたちは、気持ちよく登校したり、新しい環境
に歩みだしているでしょうか。新しい環境への不安など出てき
ている頃かもしれませんね。
さて、
「知的障害者を普通高校へ北河内連絡会」では、以下の
ように今年度初の定例会を行います
〇とき：５月１１日（土曜日） 午後1：00～5：00
〇場所：ラポ―ル ひらかた ３階 研修室１
℡ 072-845-1602
駐車場は、障害者と一緒の時のみ地下駐車場が借りられます。
京阪枚方市駅 歩５分 北へ５００メ－トル
〇内容：
①高校受験、昨年度の総括と今年度の情報交流
②小・中学校の就学と、進級。学校生活についてのいろいろ
③「医療的ケア」の要る子ども達を巡って
④高校卒業後の進路と生活、課題
⑤その他、自由に交流します。
〇連絡先：松森（090-1960-3469）関山（090-2599-6162）
〇会場費：１家族 100 円
〇主催：知的障害者を普通高校へ北河内連絡会
皆さまのご参加をお待ちしております。

親亡き後を考え学ぶ会
第５回 学習会のおさそい
前回に引き続き、中内福成さんをお招きして下記のテーマで学
習会をします。前回の資料をお持ちの方はご持参ください
◆日時：2019 年5 月29 日(水)
10 時受付 10 時半開始 15 時半終了予定
◆会場：ラポールひらかた 4 階大研修室
◆内容
午前の部 「成年後見共済」について
午後の部 「地域生活拠点」について
◆講師
中内福成さん
「障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会」会長
◆参加費 500 円（要予約）
申し込み・連絡先 森田洋子（090-2117-7043）
「枚方自閉症児(者）親の会」５月例会
＊日時：５月15 日（水） 10 時～12 時
＊場所：ラポールひらかた ４階共用ルーム
＊連絡先 松崎 072-845-3014
春名 072-397-0053

＊＊＊無添加石けん商品・手作り作品販売のお知らせ＊＊＊
・バザー 5/22(水)：市役所前の岡東町公園にて 10:30～
・廃油回収 5/21(火)：枚方市役所前にて 10:30～12:00
6/18(火)：北部支所前にて
10:30～12:00
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
障害者労働センター
枚方市中宮山戸町10-12-101
TEL 072-848-0508
ネットショップ URL:http//paso0508.cart.fc2.com

第５回とっておきの音楽祭in ひらかた
～みんなちがって みんないい～
仙台を発祥に障がいのあるなしに関係なく誰もが参加し、楽し
むことのできる音楽祭です。今年はダンスのワークショップを
開催、参加者にはDA PUMP の「U.S.A」でステージに出演し
ていただきます。フィナーレは恒例のテーマソング「オハイ
エ！」を大合唱、また手話で「見上げてごらん夜の星を」をパ
フォーマンスしてステージを皆んなで作り上げます。模擬店で
は、美味しいメロンパン・トルティーヤドッグ・塩焼きそば・
季節のフルーツ。ハンドメイド雑貨のお店も出店予定です。
∇日時：2019 年5 月19 日(日)10：20~16：10
∇場所：２会場で開催
ニッペパーク岡東中央 ／ ビオルネ正面玄関前
∇参加費：無料
∇主催：とっておきの音楽in ひらかた実行委員会
090-1597-9784
http://totteoki-hirakata.com/
メール gabu2828＠gmail.com
∇ボランティアも募集中です！楽しい音楽祭を作り上げまし
ょう！
【 25 周年記念講演会 】
～万葉集の魅力から現代詩歌 五行歌まで～
「五行歌を書く目的」
万葉集・額田王の和歌の魅力から、現代の私たちが五行歌とい
う歌を書く意味とは……。奥深い詩歌のお話をお楽しみくださ
い。
■日時：5 月26 日（日） 開場：13:30～
14:00～15:00 第１部 講演会
15:00～15:30 実作と休憩
15:30～16:30 第２部 小歌会
■場所：ラボール京都4 階第８会議室
（阪急電車・西院駅下車歩1 分）
■講師：草壁焔太さん（五行歌の会主宰）
※資料代：500 円
（希望者に入門書『すぐ書ける五行歌』進呈）
■定員：60 名・先着順
下記にお問い合わせの上、
５月15日迄にお申込みください。
申込・問合せ：五行歌の会
TEL ０３-３２６７-７６０７
FAX ０３-３２６７-７６９７

＊音楽でリフレッシュ！
快い音でゆったりとした楽しい時間を仲間と一緒に思いっき
り声を出して心身共にリフレッシュしませんか？
日時：５月19 日（日）12：30～14：00
場所 南部生涯学習市民センター ２階音楽室
日時：５月30 日（木）14：00～15：30
場所 サンプラザ生涯学習市民センター ５階視聴覚室
参加費：500 円（初回無料）
申し込み・問合先 音楽でリフレッシュ！
担当：中嶋
ＴＥＬ：０７２－８４０－５４９３

［イベント情報・ボランティア情報など募集しています。編集局までメールなどで連絡願います］
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応援ありがとうございます♪
各生涯学習市民センター・図書館・メセナひらかた 3F ウィル・ひらかたＮＰＯセンター
枚方市ボランティアセンター [ラポールひらかた内 072-841-0181]
子ども家庭支援センター ファミリーポートひらかた [枚方市招提南町2-50-1 072-850-4400]
コミュニティーカフェ ラ テール [枚方市西禁野1-3-27 禁野口バス停前 072-848-0418]
ＮＰＯ法人 りりあん ［枚方市長尾元町6-39-15 lilian＠kcat.zaq.ne.jp］
婦人洋品店 シャルム ［枚方市南楠葉1 丁目2-16 くずは公民館向かい 072-850-1362］
ＬＩＰはみなさんの応援で成り立っています。
喫茶 Ｄｉｋ Ｄｉｋ ［枚方市岡本町8-17 072-846-5377］
街かどデイハウス 藤阪愛逢 [枚方市藤阪元町2-27-1 072-855-6978]
枚方市地域包括支援センター社協こもれび [枚方市南楠葉1-30-1 エクセレント辻ビル 203 号室 072-856-9177]
泉屋 楠葉店 [枚方市楠葉並木2-2-2 072-868-3060]
ＬＩＰ会計報告（前号以降）
ＷＡＶＥ３４（ボウリング場） [枚方市田口4-11-8 072-848-0450]
身体障害者共同作業所 キッズ枚方コミュニケーションズ [枚方市堤町2-1-103 072-861-6360]
金額(円)
内容
京阪総合会計事務所 [枚方市西禁野2-4-17 第５松葉ビル 301 072-805-5252］
ヘアースタジオぱぺぽ [枚方市南楠葉２丁目4-3 072-850-9070]
前号から繰り越し
19,401
枚方市役所（市民活動課・環境総務課・人権政策室） [枚方市大垣内町２丁目1-20 072-841-1221]
広告代
14,000
枚方市役所 津田支所 [枚方市津田北町2-25-1 072-858-1502]
(財)枚方市文化国際財団 [枚方市岡東町8-33 市民会館内 072-843-1122]
イエローレシート寄付
2,100
枚方市総合福祉センター [枚方市津田東町2-26-1 072-858-5835]
郵送代
▼420
(社福)やなぎの里 精神障害者通所授産施設 ぱぴるす [枚方市大字尊延寺2200 072-859-0245]
ＮＰＯ法人パーソナルサポートひらかた [枚方市中宮山戸町10-12-105 072-848-8825]
▼3000 市民活動支援センター年会費
自閉症療育センター Link [枚方市岡東町24-10 アイエス枚方ビル３階 072-841-2411]
４月ロッカー代
▼500
「市民の広場」ひこばえ [枚方市大垣内町2-8-27 シンエービル別館A 室 072-846-8780]
４月号印刷代
▼4,120
紅茶専門店ＶＩＥ [枚方市南楠葉1-1-34 072-856-2355]
shit bar カボチャソース [枚方市牧野下島町14-22 072-809-7676]
計（次号へ繰り越し）
27,461
ポパイ商店 [枚方市山之上２丁目16-9 072-846-7232]
えほんのお部屋ひまわり畑 [枚方市香里ケ丘12 丁目6-28 090-6739-7064]
クッキー工房おれんじはうす [枚方市交北３丁目3-10 072-856-8378]
陶器食器のお店 a new spriut [枚方市堤町2-14 072-846-9550]
雑貨／カフェ ルポ・デ・ミディ [枚方市堤町10-12 072-843-1525]
渦潮ベーカリー楠葉店 [枚方市町楠葉1-30-6 072-856-5420]
輝きプラザ「きらら」 [枚方市車塚1-1-1]
■ＬＩＰは毎月、最終日曜日に発行しています。
教育文化センター [枚方市磯島北町37-1 050-7102-3150]
サプリ村野で印刷・折り・はさみこみの作業を行うので
三代目たくちゃん ピーコ [枚方市牧野阪２丁目7-30 080-3785-1728]
ＭＩＫＩＨＯＵＳＥ キャラメル [枚方市牧野阪2-9-15-105 072-857-6626]
すが、参加者も高齢になって、だんだんままならないこ
株式会社 丸天酒店 [枚方市牧野阪2-5-23 0120-39-7003]
とも多くなってきたため、新規参加者を大募集中です。
MigaJigaDining 枚方宿 [枚方市堤町2-15 072-846-3535]
カフェレストラン風鈴火山 [枚方市牧野阪2-5-19 072-856-3799]
作業自体は簡単なものなので、みんなでおしゃべりし
とくふうホーム [枚方市大字尊延寺４５９２－２４ 072-858-4058]
ながら楽しくできます。
音楽療法スペース ウッドヴィレッジ [枚方市牧野下島町9-12 070-857-3540]
みんなでつくる広場 「ちょこっと」 [枚方市楠葉野田2-30-8 072-856-9439]
参加してみたい方は連絡いただけるとうれしいです。
スパバレイ枚方南 [枚方市津田山手1 丁目24-1 072-808-4126]
やすらぎの丘霊苑 [枚方市大字尊延寺4588 番4 072-896-1212]
・連絡先；わたなべ
苺のいえ [枚方市甲斐田町５番２５号ウエストヒルズ１０２号 072-805-2660]
メールアドレス：lip＠love-dugong.net
ちいさいほいくえん みんなの里 [枚方市楠葉並木2-28-4 072-845-6814]
韓国茶が楽しめるカフェ 「Cafe Cajji」 [西禁野1-6-28 072-848-8481]
TEL：070-5653-6913(18時以降)
くずはアートギャラリー [枚方市楠葉花園町15-1-Z302 本館ハナノモール 3 階]
カフェ ル ポン [枚方市高田２丁目20-17 072-396-8785]
街かどデイハウス秋桜 [枚方市宗谷1-1-1 072-859-3991]
■ＬＩＰは市民が伝えたいことを書き、市民が印刷し、
明日花障害者作業所 [枚方市西禁野１丁目3-18 072-848-2324]
市民が配布する地域密着型情報紙です。
陽だまりの会 [枚方市交北2 丁目7-15 072-809-0015]
Ｌｉｎ Ｂｒｕｎ． [枚方市牧野下島町18-7 072-865-3514]
あなたも紙面に登場してみませんか？
カミュゥ [枚方市牧野下島町13-11 072-865-7310]
Grand Table [枚方市山之上1 丁目12－10 072-846-3808]
尊延寺公民館 [枚方市尊延寺3 丁目3 ｰ 16 072-859-0168]
ひねもすぱんのかふぇ[枚方市堤町10-24 鍵屋別館1 階 090-5963-0590]
まことの豆富 燈 本店 [枚方市楠葉中町1-5 072-855-6022]
雑貨＆cafe くろねこ・くぅ [枚方市片鉾東町20-1 072-896-9690]
京阪総合カウンセリング [枚方市新町2-1-9 ほーむ 21 新町106 号 072-814-7140]
◇
◇
◇
◇
◇
フレッシュベーカリー ラッキー [寝屋川市早子町18-1 072-821-0413]
小規模通所授産所施設 ミルキーウェイ [交野市天野ヶ原町２丁目14-20]
青年の家 [交野市私部２丁目29--１ 072-892-7721]
大阪市総合生涯学習センター [大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2 ビル 5 階 06-6345-5000]
「月桃の花」歌舞団 十三スタジオ [大阪市淀川区木川西3-4-20 2F 06-6885-8475]
ふらっとねやがわ [寝屋川市東大利町2-14（市立産業振興センター5 階） 072-800-5789]
ふれあいプラザ香里 [寝屋川市香里南之町19-17 フレスト香里園店１階 072-835-3335]
交野市役所内わいわいネット [交野市私部1 丁目1-1]
Cut wa Cicini [交野市梅が枝55-13 072-893-0020]
ヘアーサロンおおまち [交野市私部3-17-2 072-891-5024（予約優先）]
和食「ふる里」 [三重県伊賀市長田2541-1 0595-21-4498]
大阪府衛生会附属診療所 [高槻市奈佐原955 072-696-3351]
西宮男女共同参画センター ウェーブ [西宮市高松町4-8 0798-64-9495]
大東市立生涯学習センター アクロス [大東市末広町1-301 072-869-6505]
フェルデンハウス北斗星 [寝屋川市萱島東１丁目16-15 070-5435-1965]
大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
[大阪市中央区大手前1 丁目3-49 0６-6910-8500]

イラスト 表紙：平井由恵
次号（６月号）は、５月２６日（日）に発行予定です♪

