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﹁家にひきこもってる

何も考えずにできるから

みん三途に富の草きり
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ええね﹂︒9月から新たに

9月18gl「亨巧L専討

ある日、rl虚托すh作r9円16日射酔老の日だね、

なh押しないの？」と一書。そうだ…わすれていた…

ということで患きよ、ひて罷れ7ェちらLずしの企嘉作

できあ作る。みなすhの料理の鰯押あれば、市鮪のち

らしずしの青竜苛わ引二翼竜一介うつくるI手う押色のし

いのでlきない付ということで、しいたけ煮、五自粛など

盲手昨日。エビ琶巾でたり、錦糸卵管つくったり。1時聯

そこで誰もがひと花セン

さまとつながりづくり︒

ながりの次は地域のみな

ます︒メンバー同士のつ

カ月が経とうとしており

ンターが開所して無事3

おかげさまでひと花セ

考え中です︒ひと花セン

るかはメンバーただいま

うな ﹁おもてなし﹂ にな

催する予定です︒どのよ

ら14時に第1回目を開

0月26日︵土︶10時か

ります︒つきましては1

期的に行おうと考えてお

もてなし

ターで楽しめる ︵仮︶ 地

拝り薙ぐ与り 飲む薄に ︵点糾明︶

ください︒

お誘い合わせの上お越し

ご覧ください︒みなさま

ターの日頃の活動をぜひ

メ＞

域開放日を設け︑今後定

尾月の

︵鼻孔︶

︵やを奮︶

散歩祉︵阜人︶
バスにゆ与れて

蟄希や

卑しがりに

いろu楓

蒲ネし噂に 蓮の見 ︵帝姓︶
にぎわいのけた

月偽ちて
チビもたち

︵濡穐︶

︵へのへのもへド︶

招⁝律＝招き楯招鳥丸︶■卵
つつまむや

ああおいし

ニ8月︵鴨島︶

穴子籍

呑むる舘の央

l

のどかわき

−〇月の匂亀

・くりごuん・いわし曾・漣勅命︑経書冬・どんぐり

ひと花センターは西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業として、平成25年7月1日からスタートしています

私たちも

としてみんなでおいしくいただ書家した。小舷累

ー月の飾匂

農作兼の収輪された野累はひと花カフェの電材

コスモスゆれる

小と鳥匂魯

今月の収拶
教の凧

として収積の喜びを味わい末した。

≡≡三・
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より青空の下でええ汗か

Lあわせな論者の臼でした。

今宮ふれあい広場︑一本

半㈲二はとってモあいしいちうLずしのできあ脚J。

きたいねん﹂ ﹁草むしりは

線公園と地域の草むしり

を行っています︒また今
宮小学校の草むしりもお
手伝いもしました︒街が
きれいになっていくと地

域のみんなが気持ち良く
なる︑メンバーのやりが

いもひと際です︒そして

見わたせばきれいな地面

といい汗かいた仲間︒み

んなすがすがしい気持ち
になります︒

はスパゲッティ、ねぎはうどん、黒豆はすんだ餅
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fゝし、

謹 ′許無ケ
於．ひと花センター 牛後1時鋤漬
ゝ
10月7日（別件し馨の三霜人（1q5才 業主ト（′

10月2g日用橙白門外の響く2010
監督

佐藤純礪

主演他

石層裕次鱒

棄疇）

大沢た介お

農割り常子

北大鎗徹也
●なお、上嶋作品が賓賓になる場合があl挿すので

プンスペースでは

休憩場所を見つけた﹂ と

Tミシンを蒙ってエコバッタつくりJ

慮わすみんなが敲しくなるl

﹁いい

喜んでいただく場面も︒

皆さんのお知恵を借り

ながら楽しい散歩を企画

したいと思っています︒

ひと要イ葺ト

予めご了承くだ曾い．

距離を歩くことが目的で

三船緻鱒

はありません︒

主漬他

部屋に閉じこもるんで

簾井書

はなくて気分を変えて散

監督

自活）

歩でも⁝そのきっかけ作

10月21日（別鼻轡の大嶋（後韓日198g

りができたら︒9月は2

石礪裕次蓼

回開催︒11日には今宮

三船敵陣

戒から鹿田神社︑木津市

主漬他

場を巡り︑25日には一

簾井管

心専横を通り︑安居神社︑

監響

日活）

清水寺を散策しました︒

10即4日（別鼻邸の大冊（前縞目198g

霹靡薔足

両日暑い日でしたが神社

千秋稔

の木陰で涼んで休憩し

三船緻鱒

﹁都会にもこんなに緑に

圭漬他

囲まれた場所があったん

鼻薄嶋

だ﹂とか︑木津市場オー

監響

r棄甑の持鴨Jみんなで大作を描きましたI

r空事・翻栃J鼻血ともに引き繍まりますI r島の持凱蓋の鼠い出で鱒I

お棚好倉

御感轡

いう同に過ぎる。みんな熱心だった。

′淵

ひと脚
・昔見たやつを改めて観て、やっぱりいいなと患う・

・気持ちが現れる．落ち着いているときれいに雷ける。

肺

農作葬
儀をまいて育てる、そして収穫が楽しみだ・

・健康について勉強になった．足湯も気持ち良いです。

注劇歩の倉

威軋り
・自分は特に何ができるというわけじゃないけど草

・よく通る道でも新たな発見があり感心しました。

多β控〉〟挽け者麒絆す石

むしりは参加すれば自分にだってできる・

ム終了後も空き時間に折

！・小さい頃の思い出がよみがえるし、時間かあっと

り紙に熱中する姿がよく

った．書いてみて字を忘れていることに気ついた・

見られた︒

・自分が詩を書くなんて思いもよらなかったかよか

・人の鱈を聞くこと、そして自分の思っていることを

ひと好密会

・ここ何十年していなかったがあらためて俳句を

臆せることができたので良かった．

・横になる体操は思った以上に気持ち良くて濡てしまう．

人つき参↓畑玖ことあ参ん宏僻石倉
・人の困りごとを聞かせてもらったけど自分なりに

β本城夢合わ虻倉
・それぞれ読み方に特徴があって面白いと感じた．

いろいろ考えさせられた．

いくつ仁宏フr右／じ小アナム

こちこちヨガ
・気晴らしに参加したら体が楽になった・一人より

・パントマイムの基本はお腹から動かすこと．これが

みんなでやったほうがよいと思った・

新たな発見であった．

10月ひと花カフェメ二ユニ「、卓，篭転
も竜骨．内相▲閂十・1い∴・＝
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ソラックズ麒簾

創作することは良いなと感じた。

時間10：00〜12：00

10月7日（月）ぎょうざ チャーハン
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碧空重宝撃攣

警撃撃輪蛸顧師

こんげっのメンバーのことば

手始めに折り鶴︒皆思っ

た以上に苦戦する︒﹁千羽

鶴を何年かかっても折り

たい﹂ という思いを持っ

たメンバーもいた︒過去

体を動かせて良かった

に折ったつばめ飛行機や

・すっと食べるだけの生活だったので久しぶりに

手裏剣を折る人もいる︒

ガら度とここさあ紆ぐすワークショップ

皆最後まで粘り強く挑戦

・みんなで調理をすることで団らん、会垢がある。

し︑しばらく折り紙熱は

ひと在オフヒ

冷めない状態︒プログラ
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