きました。お花見 に行 かれ た方 も多 い
のではないでしょ うか ？満 開の 桜の 下
での入学式になりそうです。

◇オーストラリア
ワイルドフラワーと呼ばれ る花 が輸 入

57

送システムがによ くな った こと と海 外

いと思います。こ こ数 年海 外か らの 輸

んです。日本では 生産 が難 しい 時期 に

台湾では今トルコ キキ ョウ の生 産が 盛

◇台湾

記してお送りください。

動機を、返信表面に自分の住所・氏名を明

所・氏名・年齢・職業・電話番号・受講の

きの往信裏面に希望のコース・クラス・住

ン、バラ、榊など が多 く生 産さ れて い

南千住警察署からのお知らせ

ます。

渡す 必要 があ るの で、 宅配 便の □□ を取

等が 入っ てい る・ ・・ 。取 引先 にお 金を

ご連絡ください。
会 「手話講習会」係

このような不審な電話があった場合は、

番 通報 、も しく は最 寄り の警 察署 に相
談してください。

-

-（内線

【問 い合 わせ 先】 振り 込め 詐欺 緊急 対策

本部

vorasen-arakawa-shakyo@mbd.ni

ＦＡＸ

【申込み・問合せ先】荒川区社会福祉協議キーワードは「電車の網棚」です。

て現金を騙し取る手口が続発しています。

４月 日（木）までに返信がない場合は、りに行かせるから渡してほしい。」と言っ

複数のコースの申込みはできません。

応募者多数の場合、抽選とさせていただきカバ ンを 置き 忘れ た。 中に は重 要な □□

最近 、息 子や 孫を 装っ て「 電車 の網 棚に

てありません。

たり 、電 話で 暗証 番号 を聞 くこ とは 決し

警察 官や 銀行 員が 直接 カー ドを 取り に来

での生産設備やお 花の 品質 の向 上し て

◇ケニア

ます。特に榊はス ーパ ーな どで 売ら れ

（４月 日必着）※延長しました

生産が可能なこと もあ り多 くの トル コ

◇中国

かなり向上しています。

いることもあり海 外か らの 輸入 のお 花

◇コロンビア

中南米の国です。 主に カー ネー ショ ン、 距離的に近いこと もあ り色 々な 花が 輸

アフリカ大陸の国 です 。主 にバ ラを 輸

ているものはほと んど が中 国か らの 輸

（３８０ ２ ） ２ ７ ９ ４

fty.com

Ｅメール

（３８０２）３８３１

電話

20

ない遠い国からの輸入があります。

キキョウが生産さ れて いま す。 品質 も

【日程】開講式
されています。ライスフラ ワー ・ワ ッ
最 近、 電話 で警 察官 等を 名乗 り、 「あ
４月 日（月）午後７時～８時
クスフラワー・プロテア・ リュ ーカ デ
以降、初級・中級コースは原則として毎週なたの口座が犯罪に使用されている」
ンドロ・カンガルーポなどです。
月曜日、上級コースは原則として毎週水曜「犯 人が 、あ なた の名 前が 書か れた 紙を
◇タイ
日 各コース 回
持っていた」
熱帯性の気候を利用して蘭 類の 生産 が
昼クラス 午後２時～４時
「警察から連絡がありました、至急、カー
盛んです。オンシジューム やデ ンフ ァ
夜クラス 午後７時～９時
ドをストップする必要がある」
レが輸入されています。
【会場】アクロスあらかわ（荒川２ - ８-）「今 のカ ード だと 簡単 に引 き下 ろさ れて
◇マレーシア
【対象】区内在住・在勤・在学で全日程参
しま うの で、 新し いカ ード に切 り替 えた
温暖な気候を利用して菊（特にスプレー
加できる方
方がよい」等とだまし、被害者からキャッ
菊）が多く生産さ れて いま す。 色や 形
【受講料】無料 ※ 但 し テ キ ス ト 代 な ど の
シュ カー ドを 受け 取り 、暗 証番 号を 聞き
が珍しいものが多 く生 産さ れて いま す。 実費がかかります【申込み方法】往復はが
出す「振り込め詐欺」が発生しています。
30

が増えています。 今ま でで は考 えら れ

今月はお花の輸 入に つい てお 話し た

20

10

16

〒 荒川区南千住１ - 13

入されています。 大菊 、カ ーネ ーシ ョ

入しています。花 が大 きく 日本 では あ

入です。榊は手間 がか かる ので 人件 費
のほかにも韓国や コス タリ カ、 オラ ン

116-0003

バラが輸入されています。

まり作られていな い発 色の 良い バラ を
◇インド

ダからも多くのお 花が 輸入 され てい ま

の安い中国で多く 作ら れて いま す。 こ

インドもバラを主 に生 産し てい ます 。

す。

）

39126

生産しています。

ケニアと同じく花 が大 きく 日本 では あ

日です。

3581
4321

桜も そ ろ そ ろ 満 開 に の 季 節 に な っ て

営業時間AM10～PM7時
水曜定休
℡･FAX 3802-8716
４月の定休日は８、

03

岡田生花店
ベルポート汐入店

まり作られていな い色 のバ ラを 生産 し
ています。
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110

ミチコさんの
花便り

