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お問合せは

70120-1504-52
茨木市上郡2-13-14 ゴウダC&Eビル 4F
ゴウダ株式会社

受付／10:00～17：30 土・日・祝も承ります
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お見積もり・ご相談
はもちろん無料
まずはお気軽に
ご相談ください！

ゴウダは環境に優しい事業を追及し続け、現在
までの施工実績は2万棟を達成しました。これか
らさらに太陽光発電・蓄電池の普及を目指し、社
会全体のエネルギー問題に貢献していきます。
太陽光発電・蓄電池をお考えでした
ら、多くの施工実績があるゴウダに
お任せください。

ご来場プレゼント
◆食撰便ギフトカタログ「極」◆

※お好みの
商品をお選び
いただけます。
12/29まで

スマートハウス
応援キャンペーン

12/1●～29●木 木

1万円
相当

※アンケートにご記入いただいた方のみ、1家族1枚まで、12/29まで

京都の大人気パン屋「ファ
イブラン」2号店「levantde 
blue」（ゴウダC&Eビル1F）の
500円券プレゼント

全国放送記念
TVコマーシャル

ゴウダ 　   検 索⬅※詳細はホームページをご覧ください

こども食堂ムーブメントを広げよう
～茨木市･『茨木子ども食堂』訪問～

取材・文　編集部 木下

取材協力：NPO法人 茨木子ども食堂
Facebookページ　
https://www.facebook.com/ibarakikodomoshokudou/ 

　今回は茨木市で活動している「茨木子ども食
堂」を取材した。「茨木子ども食堂」は1ヵ所ではな

く、茨木市内の4ヵ所で子ども食堂を開催している。
 「まず、8月に葦原コミュニティセンターで子ども食堂をスタート。
徐々に増えていき、今は4ヵ所に。各ヵ所で月1回しか開催できて
いないが、もっと回数を増やし、小学校区に1つを目標に増やして
いきたい。」と主催のNPO法人 茨木子ども食堂の森さん。チラシ
でボランティア活動希望者を募ったり、NPOの会員の申込みを
受け付けていて、寄付金とボランティアを集め、運営している。
　お伺いしたのは11/8に春日コミュニティセンターで開催さ
れた「かすが子ども食堂」。子どもは100円、大人は300円～
で食事ができ、大人だけでは参加できず、必ず子ども連れでと
いう決まり。この日のメイン、ボリューム満点の親子丼を「おい
しい！」と言いながら夢中になってほおばっている子どもの笑
顔に、ボランティアスタッフの顔もほころんでいた。
　春日コミュニティセンターでの次回開催は
12/13。詳細はFacebookページで確認を。

色とりどりの野菜がたっぷりのサラダ

この日のメニューは親子丼･サラダ･みそ汁

　いい学習机を選ぶなら、品揃えが充実してい
る今がチャンス。同店には、2017年度の有名
メーカーの新型モデルが続々入荷中。さらに
2016年の旧型もまだ在庫が豊富で、驚くほど
お値打ち価格に！新旧合わせ150台以上から、
じっくり見比べて選べるのはここだからこそ。ほ

ぼ全品イス・デス
クマット・カーペッ
ト付きなのも魅
力。お気に入りを
見つけて！

新型・旧型、150台以上から選べる 
お得に賢くデスク購入のチャンス学習机

キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。

豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　金曜定休　Pあり

70120-49-1780
カーナビには下記の番号を入力
206-6852-1780

デスクランド曽根 中央環状線

不二家

千里中央

王将空港

買い取り
マックス 新

御
堂
筋

阪
急
宝
塚
線

Ｒ
１
７
６

阪
神
高
速

曽
根

コイズミ、イトーキーなどの有名メーカーものをお得に！

　1歳半を過ぎて我が子の様子に不安を感じる……。
そんな家族と本人をサポートする10月にスタートした乳
幼児向け発達サービスが、好評によりクラス増設をす
ることに。福祉制度になるので、1日につき1割負担

（1,000円以下）でサービスを受けることができる。小学
1年～放課後に通え、「運動・英語・リトミック・学習」で
バックアップしてくれる「放課後等デイサービス」もあり。

乳幼児向け発達支援サービス
好評によりクラス増設決定

障がい児専門
学習支援施設

乳幼児向け発達支援クラス　※12月1日～
火曜日・木曜日
11時～11時50分/12時～12時50分/14時15分～15時5分
定員 ： 1クラス1～3名

無料体験会・随時開催中
お気軽にお問合せを

2072-637-2515
wakuwaku-ibaraki@kohgakusha.com

茨木市双葉町13-25 
つじせビル4階　阪急茨木駅徒歩1分
受／11時～18時（火～金）
　　9時～16時（土）
定休／日・月・祝日

興学社学園 わくわくクラブ茨木

▲普通級でも問題ない生活を送れる可能性
を高めていく。独り立ちするのに欠かせない、
社会性や自己肯定感も育成してくれる。

阪
急
茨
木
市
駅

みずほ
銀行
みずほ
銀行

三井住友
信託銀行
三井住友
信託銀行

ロー
タリー
ロー
タリー

三菱
UFJ銀行
三菱
UFJ銀行

つじせ
ビル4F
つじせ
ビル4F

舟木町舟木西町

ゲームは昔のファミコンから最
新機種まで、壊れた本体や箱・
説明書のない昔のソフトでも。

受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://t-reasure.jp/

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材
や通信教育教材・知育玩具なども。

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲーム
などが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をし
てくれる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年間
50万点以上の買取実績を誇り、使用済みや欠品
のある教材でも査定OK。教材だけでなく、30年以
上前のゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は
様々で、高額査定なのも嬉しいポイント。コレクショ
ン品など数十万円の買取や、業者さんからの依頼
も大歓迎！送料無料の
宅配買取もOKとのこと
なので問合せしてみよ
う。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

　　

買い取り

特典「シティライフを見た」で（12月末まで）
買取額20％UP！

買取例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

　　教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー
関西買取センター

万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

EXPO'70パビリオンとは

時間／10時～17時（入館は16時30分まで）  水曜休館（ただし11月30日（水）は開館）※12月28日（水）～1月1日（元日）休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料） ※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要

206-6877-4737

万博記念公園 自然文化園内

公式Facebookに「いいね！」しよう

　EXPO’70
パビリオン
が位置する
の は 太 陽
の塔から徒
歩約３分。

東へ道なりに進むと、前川國男設計の建物
が見えます。1Fの「ホワイエ」は通常無料ゾー
ンでガラス張り。四季折々の変化を楽しむこ
とができます。大阪万博や、鉄鋼館に関連す
るDVDを上映しており、時折、小さなお子さん
向けの手作り教室や、専門家をお招きしての
トークなど、ワークショップも開催しています。
また、フランソワ・バシェという彫刻家の音響

彫刻が3基あります。一部触れていただくこと
もできます。日本万国博覧会公式記録や、関
係資料、万博についての検索システムもあり、
自由にご利用いただけます。きれいなお手洗
いもあります。ランニングや、散策で毎日公園
へお越しの方々、年間パスポートをお持ちの
方々は、どうぞ、一息休憩にホワイエをご利用
ください。待ち合わせの場所としてもいかが
ですか？オリジナルグッズも販売しています。
見るだ けで もO K 。「 ホワイエ」の 語 源 は

「foyer」。劇場やホテルのロビー、休憩室など
の意味があります。中でもない、外でもない、
縁側のように、ふらりとお立ち寄りいただけれ
ばと思います。

　12月は、「七五三 後撮りプラン」がとってもお得！おでかけな
しの店内写真のみプランなら、2面台紙にハーフキャビネ6面台
紙付きの8ポーズで12,800円(税別)とお得！その他8ポーズプ
ランにB5サイズ（6ページ）写真集が付いた「もりもりパック」や、
人気のシュシュお徳用「コスモスプラン」等もwebでチェック！

まだまだ間に合う七五三 お得な後撮りプラン

メニュー　七五三 後撮りプラン　店内衣装・美容無料
● 台紙付8ポーズ写真のみプラン 12,800円（税別）
　2面台紙・ハーフキャビネ6面台紙付
　CD画像、8カット（700×1000ピクセル） 2072-668-7456【高槻スタジオ】 高槻市千代田町5-5

　　
茨木・高槻 フォトスタジオ バルーン
営／10時～18時半　木曜定休
12/28～1/1休業　1/2～1/4はご予約のみ撮影
※撮影終了次第、閉店いたします。
www.studio-balloon.com
ブログ http://balloon818.citylife-new.com

2072-638-6088

【茨木スタジオ】 
茨木市園田町8-18  ビアリッツ茨木 阪急茨木市駅下車12分

イオン新茨木店より東へ200m
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P※　 有り  お問い合わせ下さい

P

フォトスタジオ

　自然な笑顔を引き出して最高の思い出の一枚に仕上げてくれる
「スタジオアミュ」。12月は七五三後撮り＆新成人振袖記念キャン
ペーンを実施。七五三後撮りは特大ポスター、写真入カレンダー、
高画質スマホ待ち受けのいずれかをプレゼント。振袖記念は着付
け・ヘアメイク付きの前撮りがお得！式当日の撮影予約も受付中。
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火曜定休 12/27（火）～1/3（火）休み　　　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com
ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

●七五三後撮りキャンペーン（12/1～26）
撮影料金 ・・・平日1,500円、土日祝3,000円
　　　　　（写真代金別途） 特大ポスター
　　　　　or写真入りカレンダーor高画質
　　　　　スマホ待受用進呈
●新成人振袖記念キャンペーン（12/1～26）
撮影料金 ・・・平日8,000円、土日祝12,500円　
　　　　（写真代金別途） 
※上記2つとも撮影着物、着付け、ヘアメイク、
多ポーズ撮影含む

お得なキャンペーン12月1日～
七五三後撮り＆新成人振袖記念

フォトスタジオ

　　　　　こども写真館
フォトスタジオ・アミュ

吹田

吹田市山田西1-1-11　


