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左 図 の黒塗 り つぶし
部分が舗装されます
工期 ・一月十 日～ 三
月末 日 予定
工事期 間中 はご注意
下さ い

住んで良かった､これからも住み続けたい東町

編集責任者 山田寿太郎

ひがしおか

明けま し て
おめで とうござ いま す

輝 かし い新年をお迎え の事 と衷 心よりお慶び申 し
上げます。
師走 の京都、恒例 行事 の 一つに、清水寺 貫主が
描 く そ の年 の 一文字表 現 で、 昨年 は 「偽 」 とあ
りま した。誠 にそ の通 り で、 うなづ ける 一年 では
在 りま した。
今 年 は 干支 の始 ま り 子年 に当 り、 わ が 身 か ら
「律」す る ことを心が けた いと思 っています。
早 いも ので東 町 の広報 誌 「 ひが し おか」 は第
四十 三号とな りま した。
皆様 のご理解と暖か いご声援 に支えられ て、黙 々
と歩 ん で参 りました。
ひとえ に感謝 のほかござ いま せん。
地域 の四団体、連絡協 議会 を始 め公 民分館 ・校
区福祉委員会 ・防犯東 丘が、 それぞれ の特色を活
かし、意 思 の疎 通を 図りながら多彩 の活動を展開
し てま いりま した。

今後 は 一層 の地域 力を持 って総 力 で活性 化 への
努力を積 重ねながら 「安全 ・安 心」 「住 ん で良
か った東 町」 の構築 に向 け て、住 民 ひとり 一人 の
連携を深めなが ら、皆様 ととも に展開し て参 りま
す。
更な る、ご支援、ご協力をお願 い申 し上げます。
皆様 のご多幸 とご健勝をお祈 り いた します。
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校区の福祉活動
もちつき大会

八千代会忘年会

東町の年の瀬の
行事「もちつき大
会」が、今年も12
月9日（日）東丘
小学校校庭で開催
されました。数日
前から臼、きねの
手入れ、前日から70kgのお米洗い、焚き物（木、竹）の準備
がボランティアの手で進められ、当日朝9時から昼までに25
臼が、参加者全員で搗きあげられた。肌寒い日でしたが天気
はよく、小学生160人、一般250人以上の参加で賑わいました。

世 代 間 交 流
むかし遊びとだいこんパーティー
12月17日（月）東丘小学校多目的教室で、老人会、福祉ボ
ランティアの人たちと２年生児童が、けんだま、こま回し、
折り紙、犬棒カルタ、ぼうずめくり、本の朗読を聞く、など
のコーナーに分
かれて遊びまし
た。ランチルー
ムでのだいこん
パーティーでは、
東丘小の畑で獲
れた大根を民生
委員の方がおいしいおでんに炊き上げたものを楽しく頂きま
した。ほとんどの児童の家庭にお年寄りがいない地域ですの
で、お互いに貴重な交流でした。

高齢者秋の 社会見学
―伏見酒蔵と新聞印刷の見学―
11月12日（月）バス定員一杯の45人で出発、月桂冠酒蔵見学、
伏見十石舟の旅のあ
と、「月の蔵人」で
昼食、小雨降る中で
伏見町並み散策。そ

の後、最新の朝日新聞
京都工場を見学しまし
た。巨大な紙筒がロボッ
トで工場内を走り回り、コンピューターで制御されたカラー
印刷と大阪から送られてくる記事が猛烈な勢いで印刷される
様子を興味深く見学しました。帰りは交通渋滞に悩まされな
がら、城南宮を参拝して帰途につきました。
新任 民生委員
児童委員と
担当地区のお知らせ

12月3日 伏尾の鮎茶屋で和やかな会食会が行われました。

みんな集まれわくわくランド
—未就学児童と家族の集まりー
12月8日（土）午前10時～12時、千里体育館で、子育
て支援センター、市保育課、健康づくり推進課、図書
館、市社協、東丘保育所、東丘および上新田校区福祉
委員会、民生児童委員会などの共催で開催されました。
参加者は122組、362人の親子に主催者側スタッフ約60
人が加わり、
広い千里体育
館の第一競技
場いっぱいの
賑わいとなり
ました。親子
ふれあいあそ
び、体育あそ
びのあとの寸劇「のせてのせて」ではカエルで出演の
民生地区委員長中村章子さんが人気を集めました（写
真）。第二部ではお絵かき、ぴょんぴょん（アスレチッ
ク）など各コーナーで遊びました。とくに「ままごと
コーナー」には参加してみたくなりました。

徘徊ｓｏｓメール
徘徊ＳＯＳメールって、どんなことをするの
① 携帯電話でメール受信登録をします。
② 「家族が徘徊した」とメールで本人の特徴などの
情報が入ります。（情報送信は月～金の9～17時
年末年始、祝・休日を除く）
③ もし本人を発見したら警察署(ケガなどであれば
消防署）に連絡下さい。
●詳しい内容とお問合せは下記まで
豊中市情報政策室 ０６－６８５８－２７８１

□平野勝昭

℡6833-6934 (東丘、ローレルコートあかしやの丘、医療、近隣センターを担当)

□北村明子

℡6831-5566 (ジオメゾン、深谷第３を担当)

□宮本智恵子 ℡6832-8777 (ガーデンヒルズ、アーバンライフ、ＯＰＴ新千里東町を担当)
住んで良かった､これからも住み続けたい東町
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ひがしまち街角広場から
今年も立派な門松が飾られた街角
広場で新年を迎えることができました。
昨年もいろいろ楽しいことや悲し
いこともありました。街角広場も7
年目に入り地域の皆様に親しまれて
います。新年早々2日にはＮ
ＮＨＫ総
合テレビで「新日本紀行再び・新春
スペシャル」で千里ニュータウンの
場所として取り上げられています。
「街
街角アーカイブ‘０７」が出来上
がりました。これ一冊読破すれば街
角博士になれます。256ページの資
料、情報の詰まった本です。ご入用
の方は街角に申し出てください。
街角メニュー コーヒー・紅茶・
日本茶・カルピス何でも100円です。
ちょっと一服、一人でゆっくりと、
お友達との語らいに、待ち合わせに
と人それぞれで自由に立ち寄ってく
ださい。
ボランティアスタッフを・・・どな
たでもいつでもお願いします。楽し
く一緒に過しましょう。

の

（奇数月１日発行)
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千里ふれあいフェスタ

(3)

地域教育協議会
主催で12月1日（土）八中を中心に大勢の参加者の下
内容豊かに開催された。地域清掃後、舞台演技、メイ
ンの焼きそば・豚汁で昼食とし、東町からＰＴＡが雑
貨、福祉委員会は山菜おこわ、公民分館はコーヒーな
どのフリーマーケット、年代別スポーツ大会等ほぼ終
日にぎわった。北丘小学校からは毎年学校で収穫した
果物（柿・キウイ）を売る小学生の元気な声が響いて
いた。
地域の皆様ありがとうございました
「当日皆様から八中吹奏楽部へ心のこ
もった募金を頂きました。より良いハー
モニーを目指し有効に生かします」と
顧問の小林様からお礼の手紙を頂きま
した。

子ども教 室

★竹
竹細工教室
11月 17日 （土）カラー風車つくり
12月 15日 （土）干支（子）カレンダー制作
★科
科学で遊ぼう
11月24日（土）カルメ焼きを作りました。
きれいに膨らませるには難しく。とうと
う最後まで成功しなかった人もありまし
たが、食べてみたらどれも美味しかった。
12月 23日 （日）Ｘ’ｍａｓ 用カラーキャンド
ルをつくりました。
★外
外国の人と遊ぼう
1 1 月 14 日 （水）タイの国のお話、日
本とはとても仲良しの国です。タイ
踊りを習ったり、きれいな景色をた
く
さん見せていただきした。
1 2 月 1 2 日 （水）イタリアシシリー島のお
話イタリア語の発音は日本語とよく似てい
るから解りやすいと教えていただきました。ジャ
ンケンもあり、同じく〔石・ハサミ・紙〕があ
り勝ち負けも同じでした。
★囲
囲碁教室
師匠が3名になりいつか名人 が生まれ
るかもしれないほど熱心。師匠が来る
までに机を並べ碁盤を出して待つほどです・・・
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（4）2008（平成 20）年1月1日

ひ が し お か

（奇数月1日発行）

⑨ OPT新千里東町（公社住宅） ⑩ アーバンライフ

⑪ 新千里桜ヶ丘
当団地は、2007年11月で入居2年になり、その記念に文
化祭を開催しました。また、囲碁、絵手紙、料理など９の
サークルがあり、住民交流の場となっています。自治会員
の戸数は全524戸の約８割で、更に加入を呼びかけ、何か
の時には助け合えるよう、高齢者同士、また、高齢者と若
い世代との交流も模索中です。12月にクリスマス会をし、
この１月には餅つき大会を計画しています。
【総戸数 524戸】

① 新千里東町三の三

この二つのマンションは、以前大阪府住宅公社（110戸）があった場
所に建った新しいマンションです。最近入居のためまだ自治会がありま
せん。北側の「アーバンライフ」は59戸、南側もみじ橋通りに面した建
物が「OPT新千里東町」で72戸です。これは府住宅公社となっており、
旧住民がたくさん入居されています。【OPT新千里東町 72戸】
【アーバンライフ 59戸】

現在756世帯の東町三の三自治会です。
小学校、中学校にも近く、自然・緑にも恵まれたとっても良い
所です。この「東町三の三」も数年後には建替えが始まります。
新しい「東町三の三」の誕生を心待ちにしている人も多いので
はないでしょうか。今以上に住み良い「東町三の三」になるこ
とを願っています。【総戸数 756戸】

② 商店会
⑧ ガーデンヒルズ
⑫ 深谷第三住宅
当深谷第三住宅は、小規模では
ありますが、周辺を公園のグリー
ンと千里のシンボルでもあります
竹林にも囲まれた静かな環境にあ
ります。一方、筑後35年以上を過
ぎ、由る年には勝てず、老朽化も
進みいよいよ建替えは必須、現実
の問題となり、過去数年間この大
きな課題にとりくんでおります。
現状はコンサルタントとデベロッ
パーの共同によるアドバイス等を
受け努力まい進中です。このプラ
ンがさらに具体化されるに伴い、
近隣住民の皆様には逐次情報を提
供いたします。よろしくお願い申
し上げます。
【総戸数 68戸】

⑬ メゾン千里
入居当初は東町では唯一の14
階建てで中央から集中給湯冷暖房
を受けるマンションでしたが、各
棟共築35年以上となりました。東
町の中でも最も千里中央駅に近く、
緑に囲まれた申し分のない環境で
す。ご多分に漏れず高齢化が進み、
又、もう少しマンション住民のコ
ミュニケーションがとれればと思
います。【総戸数 250戸】

「ガーデンヒルズ千里中央」は2005年3月
に完成し、現在222戸が入居しています。
当マンションに正式の自治会はありませ
んが、管理組合が自治会活動も兼ねてい
ます。内部の組織としては、現在、「子
供会」「ガーデニングクラブ」（庭園の
維持・管理）、「オリーブ会」（住民の
親睦会）の3団体があり、それぞれ活動を
行っています。今後は、連協等の団体行
事への参加と併せて、内部の親睦活動も
充実していきたいと考えています。
現在、各国の留学生と毎月懇談会を開
いています。
【総戸数 222戸】

第43号 （5）

第8中学校

③ ステラハイツ

東町誕生から近隣センター
の中心として運営を支え
てきた商店会です。町の
身近なお店として、住民
の皆さんとともに、歩ん
できました。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
【総戸数 15戸】

東町近隣センターの中にある
マンションです。自治会はま
だ発足していません。ニュー
タウンが出来た当時、銭湯が
あった場所で、東町の憩い
の場所だったようです。
【総戸数 20戸】

④ 東丘住宅

東丘小学校

東 丘 住宅 は 、
昭和43年の建設後40年近くが経過し、老朽
化が進んでいます。一昨年の総会で住宅再
生を「建替え」で進めることを決め、事業
協力者を選定し、この3月には「円滑化法」
に基づく「建替え決議」を予定しています。
住民の悲願である「建替え」実現へ、近隣
の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
【総戸数 152戸】

⑤ ローレルコートあかしやの丘
平成19年4月1日に発足しました「あかしやの
丘自治会」は、総戸数221戸、自治会員182戸で、
特にシニアクラブ、子ども会の活動は活発で、
合同での催しも数回開催され、世代間交流、新
しく入居された友達との交流も、子どもたち・
シニアクラブ等を通じて盛んになっております。
当団地内は、かなりオープンで、朝5時から夜10
時まで正門は開放されており、自由に出入りで
きますので一度お越しになってください。
【総戸数 221戸】

⑦ ジオメゾン新千里東町
「ジオメゾン新千里東町」では、自
治会行事としまして夏は納涼祭、冬は
餅つき大会と住民の皆さんが楽しく気
軽に参加できる行事に取組んでおり、
その他様々なサークルを始めとし、集
会場を活用した集い等も行っておりま
す。また、四季折々の通路脇の花々や
樹木、その集会場横には素晴らしい庭
園が広がり心を和やかにしてくれます。
今後は、防犯対策にも力を入れて行き
たいと考えます。これからも暮らしの
「安心と安全」そして楽しいライフス
タイルを確保できるよう努めて行きた
いです。【総戸数 218戸】

⑥ 都市機構新千里東町

東丘保育所

都市機構（前公団）は
35年の歴史があります。総世帯1522戸ですが、約半数が１DKです。入
居以来住み続けている方も多く典型的な少子高齢化団地になりました。
秋の団地祭りは団地の一大イベントで自慢の行事です。歴史のある
「こどもみこし」も受け継がれ子どもたちの人気者です。現在自治会
では自主防災組織の確立に重点を置いて活動しています。
【総戸数 1522戸】
こぼれび通り

住んで良かった、これからも住み続けたい東町
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年末・年始特別警戒部隊発隊式の勇姿

(奇数月１日発行)
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☆ 防犯標語 ☆

豊中署は昨年暮れ
の12月2日に、年末・
年始の特別警戒体
制を発足しました。
全署員が市民の安
全を守るために昼
夜を分かたず全力
投球しています

◎ 暴力を見たら聞いたら110番
◎ みんなで力を合わせて
安全・安心まちづくり
◎ 自転車は登録・鍵かけ心がけ

歳末夜警に参加のお礼
昨年 12月27日(木) 28日(金) 29(日)
厳しい寒さの中多数のご参加をいただきまし
た。平穏に新年を迎えることができましたこと
を心から御礼申しあげます。

交 通 安 全 対 策
手軽に乗れる自転車も「車両」です
東町は「高齢者交通安全モデル地区」
最近、自転車による事故が増えていま
す。
交通事故の被害にあったり、加害者に
ならないよう十分気を引き締めて安全
に心がけましょう。

ジオメゾン 子ども会行事
11月25日「えほん・かみしばいの会」
が行われました。普段あまり紙芝居
をみることのない子どもたちは、目
を輝か
せて見
入って
いまし
た。
みんな
と一緒
におやつを食べたり、家にはない様
な大きな遊具で遊んだりと、大満足
の様子でした。
ご参加、ご協力いただいた皆さん、
ありがとうございました。ジオメゾ
ンでは今後も子どもたちを見守りな
がら、住民全体の親睦を深めていき
たいと思っています。

１
２
３
４

自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
５ 子どもはヘルメットを着用

人は一人で生きていく が通用するのは、世の中
ことは出来ない。他人様 が平和な状態の時だけで
のお陰で生きている。小、 す。非常事態が起こると、
中学生に、株式の事を教 「金」は紙くずになって
えるよりも、この人間の しまいます。大災害の時、
生きる原点を教えてほし 戦時中、戦後の経験を思
いと思います。自由、民 い出してほしいものです。
主主義が自分勝手主義と いくら「金」があっても、
取り違えられてきました。 食料を手にいれることは
「金」さえあれば出来な 出来ませんでした。平和
い 事 は な い 、 人 の 心 も と他人様のお陰で生きさ
「金」しだいとまで言わ
れる世の中です。人が生
きるためには、衣食住が

せてもらっている、他人
があって自分があるとい
う、人間が生きる原点を、

必要です。これらを誰に
作ってもらっているので

子どもたちに教えてほし
いと思います。

しょうか。「金」さえあ
れば事欠かない、といわ
れます。しかし、「金」

住んで良かった､これからも住み続けたい東町

街角広場には投書箱
が用意されています。
皆様のご意見をお寄
せください。
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（奇数月１日発行)
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文化祭

11月3日(土)・4日(日)
多くの作品と見学者で賑わいました。3日
は女性防火クラブによるミニ防火訓練､心
肺蘇生・ＡＥＤの使用についてなどが行
われました。4日はグランドゴルフと
子ども教室の工作教室もあり、
例年とは一味違った2日間
でした。

千里ニュウタウン45周年記念行事
11月17日(土)
北千里パホーマンスホー
ルで 市民委員 による パ

よる[千里ニュータウ
ン再生指針宣言]が読
み上げられ、白い鳩型

ネルディスカッション
千里で活躍している
人たちがパネラーになっ
て親しみのある内容で
した。私達の町(千里
ニュータウン)をこよ
なく愛している人々が
集まり、これからのま
ちづくりをしっかりやっ
ていこうと誓いあいま
した。

フーセンが青い空に舞
い上がりました。その
後多くのアトラクショ
ン、円形広場では各種
多彩なコーナーが多く
の人で賑わいました。

11月18日(日)
千里 南公園で 豊中・ 吹
田両市長を迎え、45 周
年記念式典
会場では、小学生に

11月25日(日)
ラ イフサイ エンスで 大
阪 大学鷲田 総長の記 念
講演とパネルディスカッ
ション
1階のアトリュウムで
は小学生が描いた「千
里の絵」が展示されて
いました(もちろん東
丘小学校児童の絵も)

青少年健全育成会市民の集い
い成績を残せた自身の
経験を語られたうえで、
開催、校区の活動報告 目標をしっかりと持つ
の後、枚方第３中学校 ことと「何事もできる
の体育教諭高宮先生の んだ」との思いで努力
記念講演がありました。 すれば必ず達成できる
先生は、目標となる ものですと身長158cm
人、よい指導者にであ の小柄な身体から力強
い、隻腕の身で剣道の い内容の講演でした。
全国大会に出場してよ

11月15日(木)
アクア文化ホールで

住んで良かった､これからも住み続けたい東町
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(8)
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社協賛助会費納入のお願い
社会福祉協議会は会員制となっています。東丘
校区福祉委員会の行う地域の福祉活動は行政の援
助を受けることなく、賛助会員である地域の皆さ
んからの会費を資金源としています。会費納入は
例年のように平成20年2月１～29日の間、自治会を
通じてお願いします。
賛助会費（個人、世帯）
１口 500円（1口以上お願いします）
特別賛助会費（法人、事業所など）
1口 5000円
昨年度、当校区は賛助会費1,820口、945,000円、
特別賛助会費31口、155,000円をご納入頂きました

新千里東町公園整備計画
豊中市の回答説明会開催
１月１９日(土)
１９時３０分～
場所 東町会館 ２F会議室
関心のある方ご意見お持ちの方
住民の方どなたでも参加下さい

こんなことに使っています

★ 高齢者への給配食サービス
★
★
★
★

一人暮らし老人会への援助
ふれあいサロン
★ 子育てサロン
もちつき大会
★ 世代間交流事業
福祉なんでも相談 ★ 敬老の集い

★ 安否確認事業
★ 高齢者社会見学
地域の方と触れ合うことで、ひとりひとり
の皆さんの生活の健康と安全をはかります

お知らせ

日時
受付
場所
方式

内容

１月２７日(日)午前中
午前９時３０分～
多目的ホール
競技会方式
小学生は学年別に順位と
賞品がでます
百人一首・犬棒カルタ
キャラクター他

当日参加希望者は会場にお越
し下さい
大人の参加は大歓迎です

日時 第３(土) 午前１０時

夢志クラブ

作

新春交歓会開催
日時 １月６日(日)
午前１１時～
場所 東町会館
主催 東町連絡協議会
(各団体代表)

日時 ２月１７日(日)
場所 八中体育館
種目 ファミリーバトミントン

外国の人と遊ぼう
日時 第２(水) 午後２時

科学で遊ぼう
日時 第４(土) 午前１０時

囲碁教室
日時 第１・第３(水)
午後２時

２月から
赤い羽根共同募金
御礼
新千里東町の総合計金額は
\４２２,１７５ でした
ご協力、ありがとうございます

アダプトロード清掃
スポーツ大会

子ども教室
竹細工教室

日時

新春カルタ会

第43号

(奇数月１日発行)

シ ル バ ー ア ド バ イ ザ ー の方々で

おもちゃづくりが始まります
詳しくはポスターでお知ら
せします

新千里東町のホームページ

http://e-senri.jp

日時 １月２７日(日)
２月２４日(日)
午前１０時～１１時
集合場所 東丘小学校体育館前

住んで良かった､これからも住み続けたい東町

八千代クラブ

作

