良いので すが戻らな ければ、折 れた
花と同様に破棄することになります。

バケツな どに多くの 花が入って いる

と１本が どのくらい の花なのか わか

らない場 合は店員さ んに声をか けて

お花を見 せてもらっ てください 。基

と近づ いている 感じがしま す。 春 は

日差 しが少し づつ暖かく なり 春 へ
つきに は大きな差 はあまり あり ま せ

ンツツ ジなど）を 除いては 長さ 、 花

物（桜 、桃、梅、 コデマリ 、ド ウ ダ

本的には お花にも規 格があるの で枝

もうす ぐそこま で来ている のが 感 じ
ん。で すので、だ いたい同 じ物 が バ

ている 値段は１本 の値段で す。 （ ま

ができ ます。そし てそれぞ れに つ い

的な花 屋さんでは １本から 買う こ と

ケツに 入っていま す。そし て、 一 般

とるこ とができ るようにな って き ま
した。
今月は花屋 さんでの花 の
買い方についてお話します。
スー パーの花 売り場や一 部の お 花

子どもから高齢者、障がいの ある

方もない方も外国の方も、みん なで

vorasen-arakawa-shakyo@mbd.nifty.

com

南千住警察署からのお知らせ

振 り込 め詐 欺は 騙し たお 金を ＡＴ Ｍや

金融 機関 の窓 口を 利用 して 入金 させ てい

一緒に交流をしながら、荒川の 街を ましたが、最近ではバイク便や、宅配便、

歩きませんか。様々な世代、立 場の 友人 等を 装っ て『 ○○ 急便 の○ ○さ んが

方々でチームをつくり、荒川の 街を 行く から 現金 を渡 して くれ 』等 と、 直接

歩きます。今回は、災害とバリ アフ 現金 を取 りに 行く 手口 が増 えて いま す。

時

分

-（内線

【問い合わせ先】生活安全総務課

通報して下さい。

こ の様 な電 話が あっ たら すぐ １１ ０番

リーをテーマにして南千住地区 を歩 バイク便や宅配便は現金を扱いません。
きます。
分～

【日時】３月１５日（日）
９時

【コース】南千住地区（ゴール ：Ｌ ℡

）

店の店 員さんに 取ってもら うお 店 が

どは大 きな物で持 てそうに ない 物 や、 【定員】１２０名（申込み順）

数だけ 買うことが できます 。鉢 物 な

すが） ですからお 好きな花 を欲 し い

（荒川１ー

【集合場所】荒川区立第一 中 学校

振 り込 め詐 欺を 撲滅 する ため 、次 の三

多いと 思います 。色々なお 花が 並 ん

【申込み方法】電話、ＦＡＸ、Ｅメー

し 合う とと もに 「家 族の 合い 言葉 」を

親 族の 方と 連絡 を取 って 、近 況を 確認

○家族の合い言葉運動

つの運動の輪をみんなで広げましょう。

でいる 中から自 分で選びた い気 持 も

取りず らかったり する場合 には 店 員

ー１）

よく分 かります が、お花を 取る 際 に
枝分か れしたも のや花びら が薄 い も

し、近 くでお花を 見せても らう こ と

決 め、 振り 込め 詐欺 に騙 され ない よう

のはお 花の抜き 方によって は折 れ て

ー

○不審な電話、

番通報運動

の限度額を引き下げましょう。

め、一日の「振り込み」や「引き出し」

振 り込 め詐 欺の 被害 を最 小限 にす るた

す使用の有無）をお知らせください。 ○ＡＴＭ利用限度額引き下げ運動
自分で 選んで会計 まで持っ て行 っ て

荒川区南千住１ー

20

ができ ます。苗も のや小さ い鉢 物 ま

また 、抜いた 花を戻そう とし て 水

構わな いと思いま す。もご 自分 で 選

〒

不審な 電話 があ った 時は 、す ぐに
番通 報や 最寄 りの 警察 署に 相談 しま しょ

う。

110

た束売 りになって いるもの なら ば ご

にきち んと入っ ていない場 合も あ り

んで会 計まで持っ て行って 構わ な い

（３８０２）３３３８

13
（３８０２）３８３１

110

ものもあります。

ます。 店員さん が気がつけ ばよ い の

と思い ます。買い 方方が分 から な け

25

30

【申込み・問合せ先

ですが 忙しい時 など気がつ かな け れ

ればお 店の方に聞 くことが １番 で す。 ℡
11

】荒川区社会福祉協議会

ば数時 間も水に つかってい ない 状 態

３月の定休日は４．

． 日です。

になり ます。切 り戻して元 に戻 れ ば

116-0003

Fax

しまっ たり、花 びらが落ち てし ま う

ル、はがきで氏名、住所、年齢 、性

ａＬａテラス南千住）

34913

さんに お願いすれ ば運んで くれ ま す

本単位 の値段の場 合もあり ま

3581
4321

にしましょう。

れに

30

営業時間AM10～PM7時
水曜定休
℡･FAX 3802-8716

屋さん を除いて 基本的には お花 は お

11

岡田生花店
ベルポート汐入店

別、電話番号、障がいの有無（ 車い

10

30

ミチコさんの
花便り

