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ひがしおか
(2)福祉委員会から
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(6)防犯だより
(7)クラブ紹介
(8)連協・お知らせ

５月から進めてきた整備計画で自治会・団体の

意見収集がまとまりました。

東丘公民分館・連協１０自治会・東丘福祉委員会

防犯東丘支部・保育所保護者会・東丘小PTA

八中PTA・４老人クラブ 計２１団体

<回答> １４団体から回答がありました。

<取りまとめ結果>

各団体から寄せられた結果と賛否意見を、１０月

に開催された「公園をよくする会」及び「連協評

議委員会」で慎重に検討した結果、「これまで守

られてきた自然を大事にして、住民に使いやすく

安全な公園整備」を基本方針として、整備事項に

対する住民の意見を下表の通り取りまとめました。

整整整整備備備備計計計計画画画画のののの詳詳詳詳細細細細はははは、「ひがしおか」７月号をご

覧ください。新千里東町ホームページにも掲載さ

れています。

尚、ひがしまち街角広場には、いただいたご意見

も含めて、関連するすべての資料があります。

今今今今後後後後のののの進進進進めめめめ方方方方 今回の結果とご意見・ご提案を

豊中市公園みどり推進課に申し入れ、具体化を図っ

ていきます。今後ともご協力の程よろしくお願い

します。

公公公公園園園園のののの愛愛愛愛称称称称がががが決決決決ままままりりりりままままししししたたたた

整備計画と同時に実施の公公公公園園園園愛愛愛愛称称称称募募募募集集集集に、３０名

のご応募をいただき、ありがとうございました。

「公園をよくする会」、連協評議委員会で検討し

た結果、以下の様になりました。

公園北側グランド 愛愛愛愛称称称称 深谷グランド

保育所隣広場 愛愛愛愛称称称称 てによこ広場

こぼれび通り北側広場 愛愛愛愛称称称称 こぼれび公園

今後はこの愛称でご案内いたします。

ー新千里東町自治会連絡協議会ー

公公公公園園園園北北北北側側側側園園園園路路路路・・・・ググググラララランンンンドドドド

1-1 雑木林の保全 ○

1-2 園路の照明改善 ○

1-3 園路の安全対策 ○

1-4 グランドの水はけ改善 ○

1-5 スポーツ施設の設置 ×

1-6 公園利用者用の用具入れの設置 △

1-7 掃除用具入れの設置 ×

1-8 園路の坂 ○

保保保保育育育育所所所所隣隣隣隣ググググラララランンンンドドドド

2-1 北側夾竹桃 ○

2-2 東側・南側の夾竹桃 ○

2-3 東側フェンス ○

2-4-1 グランドを芝生公園にする ×

2-4-2 土を入れたグラウンドとする ○

2-5 遊具 ×

(凡例) ○は 整備を豊中市に要望する

×は 要望しない

南南南南側側側側公公公公園園園園・・・・丘丘丘丘のののの上上上上

3-1 公園入口周辺の低木の整理 ○

3-2 公園入り口付近の高木の整理 ○

3-3 藤棚とその周辺の再生 ○

3-4 こぼれびから丘の上階段の改修 ○

3-5 こぼれびから丘の上 ○

長長長長谷谷谷谷池池池池周周周周辺辺辺辺

4-1 雑木林の保全 ○

4-2 ハナショウブ・東屋などの整備 /

4-3 池北側の整備 /

4-4 危険な階段 /

4-5 池の藻 ○

公公公公園園園園全全全全般般般般

5-1 案内板の整備 ○

5-2 竹林の柵 ○

5-3 園内の自然保全地域階段 ○

△は 継続検討事項とする

／は 実施済





地域福祉活動では初めて

の全国規模の大会が、10月1

6日豊中市立市民会館で開催

された。北海道、鹿児島を

含めて全国からの参加者は

1500人に達した。東丘校区

からも福祉委員、民生委員

など15名が参加しパネルで

校区の活動を紹介した。こ

の内容については、豊中ケーブルテレビで再三報道され、また10月19日の朝日新聞夕

刊の論説委員コラムにこの意義が解説されている。

講演会での厚生労働省・社会援護局長の中村さんの話によると、わが国の一般歳出

のうち厚生労働省予算の占める割合は45.7％で、建設、防衛、教育などの予算を遙か

に超えている。そのうち医療が 27.5兆円、福祉が14.9兆円という事である。そんな

お金がどこに消えているのであろうか。みんな医療関係者などの懐に入っているので

はないかと疑いたくもなる。

東町の高齢化率は27％近くにまで達している。孤独死、災害時の安否確認、認知症

患者の徘徊、家庭内暴力、児童の安全などの問題に対処するには,地域の力が必要で

ある。それには地域のみんなが顔見知りになることが不可欠であることが、各分科会

で強調された。東町は「階段の中層」から「エレベーターの高層」への建て替えが進

み,顔見知りの割合が少なくなったと言われる。引き籠もりや孤立は少なくとも千里

地区では迷惑行為であることを認識して地域の活動に協力頂きたい。

（高野）
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餅餅餅餅つつつつきききき大大大大会会会会 今今今今年年年年はははは日日日日曜曜曜曜日日日日よよよよ

12月 9日（日）9時～12時

詳細は後日お知らせします

東東東東丘丘丘丘校校校校区区区区福福福福祉祉祉祉委委委委員員員員会会会会

対象 就学まえのお子さんとその家族

とき 12月 8日（土） 10時～12時

ところ 豊中千里体育館

参加費 無料 TEL ６８５２－５５２６

問い合わせ 子子子子育育育育てててて支支支支援援援援セセセセンンンンタタタターーーーほほほほっっっっぺぺぺぺ

ラララランンンンドドドド

車車車車椅椅椅椅子子子子のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし
校区福祉委員会では、

５台の車椅子を所有してい

ます。急に車椅子が必要に

なった方は長期、短期を問

わず、無料で貸し出します

賑賑賑賑わわわわうううう東東東東町町町町ののののココココーーーーナナナナーーーー

熱熱熱熱気気気気にににに溢溢溢溢れれれれるるるる豊豊豊豊中中中中市市市市民民民民会会会会館館館館のののの会会会会場場場場
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『第６回ふれあい運動会』

9月30日（日）午後1

時から東丘小学校体

育館で実施しました。

天候には恵まれなかっ

たが600人を超す参加

者で体育館は競技す

る場所を確保するこ

とが先決でした。午

前から雨プログラム

用の準備をし、体育

館に急遽12コースを

設定して、午後の競

技に備えました。

実行委員の各部

署に於ける理解

が出来ておりス

ムーズに、安全

に楽しい運動会

が出来ました。

『秋の分館講座･トンボ玉』

10月5日から3回開催しました。バーナーで高

温に熱したガラスを思い思いの作品に仕上げ

ていく作業は思ったより難しく、なかなか形

になってくれません。努力と先生の手助けで

何とか個性ある

作品が見事に出

来上がりました。

文化祭に出品し

ます、先生の作

と比較しないで

ご覧下さい。

公民分館協議会

50周年
記念研究大会

9月8日（土）午後1時からアクア文化ホールで

開催されました。豊中市独自の『公民分館』は

地域に根ざしたきめ細かい生涯学習を目指し、

高齢化社会においてますますその任務の大切さ

を実感しています。春秋の講座、各種講演会な

ど、体力つくりと文化向上に向け、地域の皆さ

んのニーズに応えられるよう活動していきます。

地域に育てられ、地域の協力あっての分館です。

来年、当分館は40周年を迎えます。今後もよろ

しくお願い申し上げます

「街角広場から」
活動7年目になりました。10月7日に6周年記念

パーティーを旧街角広場前で開催しました。例

年のように大勢の参加者を迎えて、大阪大学の

学生による『イギリス・ハーロニュータウン』

からの報告と街角広場の今までなどの映像を見

ながらの回顧。ハーロニュータウンは千里ニュー

タウンの手本になったといわれる街です。今年

70周年を迎え、いろいろなイベントが開催され

ていたようです。千里ニュータウンは45周年。

東町は42周年です。

いよいよパーティー

です。忙しい中、わ

ざわざ来てくれた八

鼓の演技、しなやか

な『三味線』の演奏

もあり、内容に変化

があり一段と盛り上

がり、ビンゴゲームで締めくくりました。

公

民

分
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10月18日(木)に東京、福岡、

熊本、大阪堺市と豊中の各イ

ンキュベーションセンター長が

街角広場へ見学に来ました。

「インキュベーションは受ける

方ではないでしょうか」と話

しましたが、実践活動の現場

が大事ですと話が弾みました。

川西市からは、障害者施設を運営し

ているが、コミュニティカフェをし

たいので、是非ノウハウをといって

こられました。あまり構えずに自然

体でテーブル一個からでもはじめて

みたら？と申し上げました。新千里

北町でも府営集会所の解放で出発し

ようと計画をしておられるようです。

9月22日(土)は兵庫県の「明舞

団地」に行ってきました。住民

が熱心にいろいろな形で地域活

動に参加しているようで、行政

やＮＰＯの支援も受けての活動

にはうらやましい限りでした。

竹細工

･飛びツバメ･･文化祭で体験と作品作りが出来ます。

･操り人形･･色鮮やかに人形が踊ります。

外国の人と遊ぼう

･フイリピン いろいろな遊

びをしました。バンブーダンス、

ゴム飛び、おはじきなどなど

･チェコ 日本人の好きな音

楽家ドボルザークやスメタ

ナの民族曲、楽しい話が聞

けました。

館

Ｎ

子ども囲碁

師匠が3人になり熱心に名人

を目指しています。

9月27日から30日まで市役所第2庁舎で

子ども教室カーニバルが開催されました。

『東丘子ども教室』からはいろいろな作品

と教室の様子を写真で発表し、来場者や見

学に来た人にも遊んでもらえるように『飛

びツバメ』を数点用意しました。会場で沢

山の方が楽しく遊んでいる様子を事務局か

ら知らせてきました。後日、文化祭でも展

示いたします。是非ご覧になってください。

･葉の葉脈

校庭の色々な葉の葉

脈だけを浮き出さ

せ色とりどりの標

本ができました。

Ｅ Ｗ Ｓ

土と親しむ

･サツマイモが出来ました。

1週間ほどした

ら美味しいおい

もになります。

学校で焼き芋や

家庭ではいろん

な形で食卓に上

がってきたでしょ
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秋秋秋秋のののの全全全全国国国国地地地地域域域域安安安安全全全全運運運運動動動動
11110000月月月月11111111日日日日～～～～22220000日日日日 無無無無事事事事にににに終終終終了了了了

歳歳歳歳 末末末末 夜夜夜夜 警警警警
日日日日程程程程 11112222月月月月

22227777日日日日((((木木木木)))) 22228888日日日日((((金金金金)))) 22229999日日日日((((日日日日））））
午後8時～10時

詳細は後日お知らせいたします

地域の安全は住民の協力で守りましょう

11110000月月月月1111日日日日～～～～11110000日日日日 終終終終るるるる

高高高高齢齢齢齢者者者者交交交交通通通通安安安安全全全全モモモモデデデデルルルル地地地地区区区区のののの東東東東町町町町では４老人会

(八千代クラブ,東雲会,エルダー東町,あかしや

の丘シニアクラブ）に呼びかけて、9月28日東町

会館に於いて交通安全講習会が実施されました。

府警本部交通安全指導班によるコン

トや手品等により和やかに講習をう

けました。

４老人会代表による交通安全の誓い

全全全全国国国国交交交交通通通通安安安安全全全全運運運運動動動動

読売文化ホールにて多くの市民の

参加を得て地域の安全をアピール

永年功労者の表彰がおこなわれた。

[[[[不不不不幸幸幸幸のののの手手手手紙紙紙紙ののののEEEEメメメメーーーールルルル版版版版]]]]転転転転送送送送ししししなななないいいいよよよよううううにににに
悪質なチエーンメールやいたずらメールにご

注意下さい。最近「スーパー店舗内で幼児に

対する暴力事件が発生し警察が厳重に警戒

している」等という内容のメールが

広がっているようです。これは子ど

もをもつ親の不安をあおる悪質なチエーンメ

ールです。いたずらメールを転送すると更に

不安が広がることになります。転送をしないよ

うにしてください。

大阪府警本部より

☆☆☆☆ 防防防防 犯犯犯犯 標標標標 語語語語 ☆☆☆☆
◎ カカカカババババーーーーとととと持持持持ちちちち方方方方ちちちちゃゃゃゃんんんんととととししししててててたたたたらららら

被被被被害害害害ゼゼゼゼロロロロ

[[[[毎月11日は「ひひひひっっっったたたたくくくくりりりり防防防防止止止止デデデデーーーー」」」」]]]]

◎ 許許許許すすすすなななな、、、、ややややめめめめよよよようううう、、、、自自自自転転転転車車車車のののの

「「「「放放放放置置置置」」」」 「「「「無無無無灯灯灯灯火火火火」」」」 「「「「二二二二人人人人乗乗乗乗りりりり」」」」
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第第第第２２２２２２２２回回回回東東東東丘丘丘丘公公公公民民民民分分分分館館館館
文文文文化化化化祭祭祭祭

日時 １１月 ３日(土)

午後２時～５時

･ 作品展示 ･ 女性防火ク

ラブによる『大震災に向

けての心構え』ＡＥＤの

使用方法など

･ 豊中市選挙管理委員会の

啓発 展示

１１月 ４日(日)

午前１０時～午後３時

･ 作品展示･グランドゴルフ

･ 舞台スクリーンには映像に

よる地域活動の紹介『ふれ

あい運動会』『カレーパー

ティー ･ 灯りイベント』

『敬老の集い』 『街角広場

６周年』『東丘子ども教室』

などなど

尚 発表希望のＣＤなどがあ

りましたら当日ご持参下さい。

市市市市民民民民のののの集集集集いいいい

日時 １１月 ９日（金）

午後１時～

場所 豊中市民会館大ホール

内容 委員発表 紙ふうせんトー

ク＆ライブ

入場整理券は街角広場にありま

す。豊中市人権教育推進委員

協議会

青青青青少少少少年年年年健健健健全全全全育育育育成成成成会会会会市市市市民民民民のののの
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日時 １１月１５日(木)

午後１時３０分～３時５０分

場所 アクア文化ホール

内容 3中，12中校区活動発表

講演 高宮敏光さん（枚方市立

第三中学校教諭）

『人とのであい 夢への挑戦』

隻腕の剣士

アアアアドドドドププププトトトトロロロローーーードドドド

日時 １１月２５日(日)

午前１０時～１１時

１２月１６日(日)

午前１０時～１１時

集合場所 東丘小学校体育館前

多数のご参加お待ちしています。

千千千千里里里里ふふふふれれれれああああいいいいフフフフェェェェススススタタタタ
主催 八中校区地域教育協議会

日時 １２月 1日(土)

午前９時

場所 第八中学校体育館前(小

雨決行)

内容 通学路を含む地域の清掃

を行う

内容 通学路清掃及び体育館で

各種団体演技 子ども遊

び、フリーマーケット、

スポーツ大会その他
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自治会や地域団体の

お知らせや、町内の各

種情報を掲載していま

す。「町内の各種団体

の活動を知りたい」

「活動に参加したいが

どうすればよいのかわ

からない」（子育て中

の方やご高齢の方）

「地域のサービス・支

援メニューを知りたい」

「転居してきたが町を

知りたい」などの声に

お応えすることを目的

に作りました。

現在、まだ内容は不

十分で掲載漏れが多々

ありますが皆様のおおおお声声声声

ををををおおおお寄寄寄寄せせせせ下下下下ささささいいいい。。。。

住民の皆様のご利用

とお声をうかがいなが

ら内容の拡充を考えて

います。今後は地域住

民の輪を広げる一手段

として、このホームペー

ジを活用下さればと期

待しています。

本ページへのご要望

（活用方法も含めて）

掲載を希望される団体

情報（新千里東町で活

動していることが条件）

や、本ページにふさわ

しい情報をお持ちの方

は、ホームページの

「お問い合わせ」電子

メール

（e-senri@e-senri.jp）

または、ひがしまち街

角広場(投書箱可)まで

お寄せください。
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