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たたたたけけけけののののここここ掘掘掘掘りりりり

『『『『ひひひひががががししししままままちちちち街街街街角角角角広広広広場場場場』』』』

オープンして初めての春、

周りの竹林を何か利用でき

ないかと思いついたのが

《たけのこ掘り》を皆で楽

しむ事だった。 豊中市に

入園許可申請をし、第第第第１１１１回回回回

《《《《たたたたけけけけののののここここ掘掘掘掘りりりり》》》》がががが2222000000002222年年年年

4444月月月月11114444日日日日に実現した。

第7回目が今年4月20日に

開催された。その間『千

里竹の会』が誕生し、竹

林整備も出来て見事なた

けのこがとれるようになっ

た。参加者も予想をはる

かに超える400余名にふく

れ、まちの一大ピクニッ

クとなった感がある。ス

タッフはてんてこ舞いで

あったが、小さい子ども

大大大大収収収収穫穫穫穫 これって市場の競り市 ?

総勢４００名超え勢揃い いざ出陣

新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町 竹竹竹竹林林林林
みみみみぃぃぃぃつつつつけけけけたたたたぁぁぁぁ

収穫の新筍で東町名物(?) 筍汁に舌鼓

２２２２００００００００８８８８.... ４４４４．．．．２２２２００００((((日日日日))))

ああああっっっったたたたああああっっっったたたたぁぁぁぁ

が大事そうに自分で掘った

たけのこを抱きかかえてく

る姿はなんともほほえまし

いものである。街角のスタッ

フとおなじみのボランティ

アに支えられ、500人分のた

けのこ汁や焼きたけのこな

どで和やかにまちの親睦が

出来、事故もなく終われた

事を感謝している。

新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町

ひがしおか
（２）小中学校だより

（３）メッセージボトル

（４）福祉

（５）分館・子ども教室

（６）防犯 だより

（７）連協・その他

（８）お知らせ



東丘小学校は、４月７日の入

学式で６８人の１年生を迎え、

全校児童数３２１名で、本年度

をスタートしました。数年前ま

では、単学級の学年がほとんど

でしたが、ここ数年の住宅の建

て替えに伴い、児童数が増加し、

一昨年度は生徒会が中心となっ

て、フィリピンのアペロクルス

の子どもたちに文房具などを贈

る事業に取組みました。昨年度

は八中だけでなく、東丘・北丘

小学校の児童会にも働きかけ、

協力を得ることで写真のように

本年度は、５年生以外

の学年が２学級編制と

なりました。

本校の児童にとって、

多くの児童との出会い

は、人間関係を深めるよい機会

となっています。本年度も、異

学年で取り組む「縦割り清掃」

や共に遊ぶ「なかよしタイム」

等も進め、人との出会いを大切

にしていきたいと考えています。

大変多くの物品を集め

ることができ、4月8日

の始業式の日に事務局

の方に贈呈をしました。

現代の社会は自国だけで様々

な問題を解決できる時代ではな

く、国際的な感覚をもつ人の育

成が求められています。

八中ではこれらの活動を通じ

て「学校」から「地域」へ、

また、児童数は増加していま

すが、小規模校であるという利

点をいかし、児童一人ひとりを

きちんと見つめ、個に応じたき

め細かな指導を大切にし、確か

な学力を身につけさせていきた

いと考えています。

本年度も、地域の皆様、ご支

援、よろしくお願いします。

東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校 坂坂坂坂上上上上 健健健健二二二二

そして「世界」につながる“人”

の育成を目指しています。
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《《《《 2222000000008888年年年年度度度度八八八八中中中中生生生生徒徒徒徒数数数数》》》》

1年生 73名

2年生 71名

3年生 80名

全校生 224名

東丘小学校から 北丘小学校から

わたしね、
さんすうと
こくごが

すきだよ（Ｈ）

学
校
は

た
の
し
い
？

ぼくねぇ、
きょうひとりで

がっこうへいったよ。
あさママとけんか

しちゃった・
（Ｔ）



スイッチを入れれば何でもわかる、ゲームで簡単に人

を殺しリセットすればすぐに生き返る・・・そんな時代の中で地域の子ども達・千里の子ども達に

そんな思いをこめて、「夢を世界にメッセージボトル大阪実行委員会in千里」は、自分の夢を描いたメッセージ

を「黒潮物語」元気な子の会のメッセージボトルに託すというイベントを企画しました。

この活動は、文部科学省推奨映画「黒潮物語」元気な子の会との共催です。

元気な子の会は、発足以来10年間を通してたくさんの夢を叶え、日本国内

だけでなく国外との交流も生まれています。

自分の夢、地域のこと、地球環境などをメッセージに書き、海に託すこと

で、未知の人との交流・友情の輪が広がっていく不思議さ・すばらしさをぜ

ひこのイベントで体験していただきたいと思います。

親子・ご夫婦・お友達と一緒にご参加ください。

《《《《おおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ》》》》

街角広場 6831-9701

事務局長 早田 州子

（直通）090-3056-5901
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

【【【【日日日日時時時時】】】】 2008年5月24日(土） 12：30開場 13：00開演

【【【【場場場場所所所所】】】】 豊中市立市民会館 大ホール

【【【【入入入入場場場場料料料料】】】】一人 1000円 親子ペア 一組 1500円

障害者・介護者ペア 1000円

【イベント概要】

第第第第一一一一部部部部（13：00） オープニング

・東丘保育所卒園の子供たちによるエイサー演舞

・ゴスペルミニステージ＆メイクワンステージ

[みんなでステージを作っていく様子をビデオに収めボトルに詰めます]

第第第第二二二二部部部部（13：45） 映画「黒潮物語」上映会

第第第第三三三三部部部部（15：00） 心をひとつに

・みんなでメッセージを書きましょう

・書いたメッセージとビデオをボトルに詰めこむセレモニー

7777月月月月22227777日日日日 鹿児島・志布志沖黒潮海流にてメッセージボトル放流予定

ボトル漂流ツアーご招待もあります

東丘から世界に「夢発信」・・・大阪で はじめての取り組み ・・・・・

「黒潮物語」ＨＰ http//:www.kuroshio-bottle.org

〈ドキドキワクワクする気持ち

を持ってほしい〉

〈感動する心を持ってほしい〉

〈人は一人じゃ生きられない・・・

そのつながりを感じてほしい〉

〈人に対して優しい人間になっ

てほしい〉

〈未知の人と繋がる喜びを体験

してほしい〉
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福祉委員
会

賛助会費
に

ご協力を
頂き

有難うご
ざいまし

た

平成19年度賛助会費 1,065,000円

内訳 個人賛助会費 1,460世帯 915,000円

特別賛助会費 15事業所30口 150,000円

(平成18年度1,100,000円 個人賛助会費1,470世帯 945,000円

特別賛助会費31口 155,000円）

個人会費では、メゾン千里とOPH(公社住宅)の未結

成自治会から多額のご協力を頂きました。東町各自

治会、事業所の皆様のご協力厚くお礼申し上げます。

ご協力頂いた賛助会費はその55％が東丘福祉委員

会に還元されます。それに豊中市社会福祉協議会に

プールされた中から支出される、プロジェクト助成

金に府・市の補助金を加え、東丘では19年度予算2,

600,000円で下記のような福祉活動を行いました。

校区活動内容は当広報紙などでお知らせしていますよ

うに、独居老人安否確認を兼ねた給配食サービス、敬老

の集い、高齢者社会見学、小地域ネットワーク活動（集

団および個人援助）、ふれあいサロン、子育てサロン、

餅つき、世代間交流、なんでも相談窓口、災害時弱者安

否確認、広報誌（当紙）発行などです。

●ご協力いただいた法人・事業所（50音順）

青葉新千里東町店、アソカ幼稚園、池

田銀行千里中央支店、池田歯科医院、㈱

三英興産、㈱新橋企画、新千里東町商店会、

せんちゅうパル専門店街、千里朝日阪急ビ

ル管理、千里大丸プラザ、千里阪急百貨店、

㈱千里阪急ホテル、野村證券㈱千里支店、

老人ホーム豊寿荘、㈱よみうり文化センター。

特別工作教室

3月1日(土) にょろにょろヘビとカミコ

プター（シルバーアドバイザーの指導によ

る工作教室）牛乳パックを使ったカミコプ

ターはとっても静かに高く飛びました。

竹細工
3月15日(土) ボクシング人形

4月19日(土) 鯉のぼり

科学で遊ぼう
3月22日(土) 浮沈子

4月26日(土) びっくり箱

外国の人と遊ぼう
3月12日(水) インドネシア

4月23日(水) スリランカ

子ども囲碁
3月5日･19日(水)

4月16日(水)

名人誕生も間近？
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

人口 7,837人 世帯数 3,780世帯

65才以上高齢者 2,096人

（高齢比率 26.7%）

65才以上単独世帯数 557戸

（登録独居老人142人 率25.5%)

重度障害者等安否確認登録者数 162人

ひとり暮し老人会（八千代ｸﾗﾌ゙ ）会員数 70人

加入率 49％ 実質加入率 13％

要支援・要介護認定者数 278人

要支援･要介護率 13％

重度障害者等安否確認登録者数 162人

東 丘 校 区 の 現 状
平成19年度「豊中の校区福祉委員会の概況」より

（平 成 20年 2月 現 在 ）

過日行われました地域福祉策定計画に対するアンケー

トの集計結果の一部が紹介されました。その中で、豊

中市と和泉市の結果を比較したものに興味がありまし

た。両市民の多くが、今住んでる地域にほぼ満足し、

生涯ここに住みたいとしています。その理由として豊

中は交通が便利、買い物に便利というのが主でしたが、

和泉は近所の人がいいからというものでした。豊中の

人が「近所づきあい」にあまり関心がないのは、交通

が便利すぎて、何時でも遠くの縁者にすぐ行けるから

なのでしょうか。

しかし地域福祉からみると、「近所づきあい」はすべて

の基本になると思います。隣の人が病床にあるのか、入院

中か、遠方の親類に滞在中かわからないのでは、災害時安

否確認などでは手の打ちようがありません。「近所づきあ

い」が煩わしいからマンションに住んでいるという人が

よくいます。若いうちの一時住いであればそれは許さ

れます。東町の多数の住民を見ると、子供達が成長し

て家を出たあと、残る高齢者がここで生涯を終えよう

としているのです。ここで孤独な居住者は「近所迷惑」

になることを知るべきです。若い方も含めて、どうぞ

「近所づきあい」に積極的になって下さい。隣の住人

と日常的に声を掛け合うようにして下さい。

バドミントン
3月15日(月)～29日(土)迄５回

開催し、一年生もラリーが上手く

なり試合ができるようになった。

25日(金)に千里ＦＭ放送が中継に

来て、取材にもハキハキと答え、レポー

ターに褒めてもらった。
2月24日(日)東丘少年野球部の卒部

式がありました。少ない部員で一時は

廃部の危機に見舞われた事もありまし

たが、全員で頑張り、立派に役目を果

せた功績を称える会になりました。中

学になっても皆頑張ると誓い楽しい会

は終了しました。更なる発展を期待し

て入部者をいつでも募集しています。

練習日(主に土曜日午前中)に東丘小学校

の運動場に来てください。待ってま～す。

東
丘
少
年
野
球
部
卒
部
お
め
で
と
う
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春春春春のののの地地地地域域域域安安安安全全全全運運運運動動動動

コラボ前広場にて

浅利敬一郎豊中

市長を始め多く

の来賓を迎え

て、豊中署・

豊中防犯協

議会主催に

4444月月月月22226666日日日日（（（（土土土土））））

千里中央に新設された

よる府警音楽隊の

スプリングコンサー

トが催されました。

千里中央から中央公園を結ぶ「こぼれび通り」

は、四季折々の花が楽しめる、東町自慢の散歩

道です。しかし、ここ数年キリンソウをはじめ

帰化植物が目立ちはじめ、花木の姿が少なくなっ

てきました。そこで、有志が集い2年前から

「あじさい」を植えています。

挿し木から増やし、現在200本近いアジサイ

が花の出番を待っています。

しかし、大きくなるまで管理が大変。そこで

「一人1本見守り制度」で里親を募集しています。

みんなで「こぼれび通り」にあじさいの花を咲

かせましょう。（東町HP『生活』からアクセス）

【【【【5555月月月月のののの作作作作業業業業日日日日】】】】
◆5555月月月月22225555日日日日（（（（日日日日）））） 10時～11時

こぼれび通り 保育所前集合

募募募募集集集集

児児児児童童童童見見見見守守守守隊隊隊隊

参参参参加加加加者者者者

児童の安全に

は、拠点での

見守隊員の立ち

番が一人でも多

く出動すること

が防犯上の効果があります。現在

東丘小学校の児童数は300人超になりましたが

30人の見守隊員で安全を見守っております。

できるだけ多くの方々にボランティア活動に

参加して頂きたいと思います。参加申し込み

は学校又は見守隊員に直接申し出てください。

今年は特に増大する自転車事故の防止に指導と取締が

一層強化されることになりました。市民の皆

さんには特に幼児・老人に注意して事

故に遭遇しないよう注意し

ましょう。

春春春春のののの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
参参参参加加加加ががががたたたた体体体体験験験験学学学学習習習習会会会会

４４４４月月月月11111111日日日日（（（（金金金金））））

簡単な交通手段である

自転車も実技指導によ

油油油油断断断断せせせせずずずず 鍵鍵鍵鍵かかかかけけけけ 声声声声かかかかけけけけ 心心心心ががががけけけけ

途途途途切切切切れれれれなななないいいい大大大大人人人人のののの眼眼眼眼差差差差しししし子子子子どどどどももももをををを守守守守るるるる

ききききいいいいつつつつけけけけやややや ああああんんんんたたたたののののここここととととややややでででで そそそそののののババババッッッッググググ

安安安安
全全全全

・・・・
安安安安
心心心心
まままま
ちちちち
づづづづ
くくくく
りりりり

り軽車両であると

の認識を深めまし

た。事故の増加に

より自転車も

交通規制の

対象となっ

てきたこ

とも理

解でき

まし

た。

4444月月月月6666日日日日((((日日日日))))
08年春の交通安全運動が4月の

6日から15日にかけて実施されました。

初日の6日には千里中央・セルシー広場で多くの市

民と共に[交通安全フェアーin豊中]が開催されました。

☆☆防防防防犯犯犯犯標標標標語語語語☆☆

市市市市民民民民ササササーーーーククククルルルル和和和和太太太太鼓鼓鼓鼓 交交交交通通通通課課課課長長長長のののの啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活活活活動動動動 箕箕箕箕面面面面自自自自由由由由学学学学園園園園
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

新千里東町自治会連絡協議会（略称 連協）

の新年度体制がスタートしました。

新しく「ＯＰＨ新千里東町自治会」が加わり、

加盟自治会は11自治会となりました。

今年度は、夏祭り盆踊り大会などの恒例行事

に加えて、昨年度からの継続課題である千里東

町公園整備の具体化、防災対策などにも取り組

んでまいりますのでよろしくお願い申し上げま

す。

なお、夏祭り盆踊り大会は、８月23日（土）

に開催する予定です。今年度は、より住民のか

たに楽しんでいただけるよう、実行委員会を強

化したいと考えています。自治会を通じて実行

委員会のメンバーを募集しますので、ご協力く

ださい。

会長 寺村三郎

ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアにににに参参参参加加加加ししししてててて

地地地地域域域域のののの仲仲仲仲間間間間入入入入りりりりををををししししまままませせせせんんんんかかかか

東丘校区福祉委員会では約50人の自主参加者が

ボランティアとして活動しています。日頃の得意

な腕や経験を活かして地域の方々と交流するのは

楽しいものです。

福福福福祉祉祉祉ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアににににはははは次次次次ののののよよよよううううなななな活活活活動動動動ががががあああありりりりまままますすすす。。。。

ーーーーググググルルルルーーーーププププ支支支支援援援援活活活活動動動動のののの例例例例ー

福祉委員会の運営・ふれあいサロン・子育てサ

ロン・老人介護施設の喫茶サービス・パソコン、

写真、ポスターなどの広報・小学校の体験学習・

清掃活動参加 等々

ーーーー個個個個人人人人支支支支援援援援活活活活動動動動のののの例例例例ーーーー

話相手・書類読み・本読み・手紙書き・大工、

電気、水道工事の手伝い・病院通い、薬取り、買

い物の手助け・車の運転等々。

連絡先 原 6833-6281 高野 6832-1951

自自自自治治治治会会会会連連連連絡絡絡絡協協協協議議議議会会会会

週週週週にににに３３３３時時時時間間間間のののの運運運運動動動動でででで

「運運運運動動動動ををををししししなななないいいい人人人人はははは、、、、ややややっっっってててていいいいるるるる人人人人よよよよりりりり１１１１００００年年年年

近近近近くくくく老老老老いいいいてててていいいいるるるるここここととととににににななななるるるる」」」」

英の大学研究チーム（英ロンドン大キングス

カレッジなど）が細胞レベルの研究で運動によ

る「抗加齢効果」が示された、と結果を米国の

専門誌に掲載しています。

研究チームは、白血球の染色体の中に有り、

老化を示す指標の一つとされている「テロメア」

に注目して運動習慣との関係を調べました。

その結果「運動をほとんどしない人は生物学

的にみて、やっている人より10年近く老いてい

ることになる」と説明しています。

年齢を考慮して、運動を週に3時間近くする

人と、１６分程度しかしない人たち2400人につ

いて比較した結果だそうです。

（朝日新聞の記事より）

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

新新新新聞聞聞聞ココココララララムムムム

血液は現在の医学でも人口的に作ることが出来

ません。したがって医療に必要な血液は、わたし

たち自身が提供する以外に方法がありません。

血液を必要とする人々のために愛の献血運動に

ご協力ください。

血液は、一人ひとり微妙にことなり、例え同じ

血液型を輸血しても、副作用発生の可能性はあり

ます。そのため、一人の生命を救うためには出来

る限り複数の人の血液が混じらないほうが理想で

す。輸血を受けられる患者さんの安全性を高める

ため400mL献血へのご協力をお願いします。

献献献献血血血血ににににごごごご協協協協力力力力くくくくだだだだささささいいいい
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

東東東東部部部部ブブブブロロロロッッッックククク
ススススポポポポーーーーツツツツ大大大大会会会会

日時 5月11日（日）午前9時

～午後3時

場所 ９中体育館、運動場

種目 ファミリーバドミント

ン （体育館）

グランドゴルフ

（運動場) (雨天中止）

子子子子どどどどもももも囲囲囲囲碁碁碁碁

日時 5月7日(水) 21日(水)

6月4日(水) 18日(水)

いずれも午後2時～

竹竹竹竹細細細細工工工工

日時 5月17日(土)午前10時～

6月21日(土) 〃

場所 東丘小学校

コミュニティルーム

新新新新入入入入生生生生歓歓歓歓迎迎迎迎会会会会

日時 5月25日(日)午前10時～

場所 東丘小校庭、体育館で

ゲームと楽しい昼食会

費用 若干

お申し込みが必要です

詳細 別紙でお知らせします

ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

日時 ５月 ６日(火)

６月 ３日(火)

いずれも午後１時～３時

場所 東町会館 ２階

費用 コーヒー代 １００円

健健健健康康康康教教教教室室室室
◎◎◎◎ 特特特特定定定定検検検検診診診診ののののおおおお話話話話しししし

６月３日のサロン内で開催

します。午後１時～２時を予

定しています。多数ご参加下

さい。

子子子子育育育育ててててササササロロロロンンンン

日時 ５月２０日(火)

６月１７日(火)

いずれも午前１０時～１２時

場所 東町会館 ２階

対象 乳幼児と母(父)子

子育て相談可

喫茶 コーヒー又は紅茶

費用 １００円

(毎月第３火曜日開催)

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう

日時 5月31日(土)午前10時～

6月28日(土) 〃

場所 東丘小学校

コミュニティルーム

外外外外国国国国のののの人人人人とととと遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう

日時 ５月１４日(水)午後２時～

６月１１日(水)午後２時～

場所 東丘小コミュニティルーム

公公公公民民民民分分分分館館館館子子子子どどどどもももも教教教教室室室室

新千里東町のホームページ

hhhhttttttttpppp::::////////eeee----sssseeeennnnrrrriiii....jjjjpppp

東東東東町町町町ギギギギャャャャララララリリリリーーーーを新設し

ています 投稿ページから、

写真をお寄せ下さい

福福福福祉祉祉祉

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

校区福祉委員会には数台の車

椅子があります。必要な方に

期間を問わず、無料でお貸し

しています。ご利用下さい。

連連連連絡絡絡絡先先先先 高高高高野野野野6666888833332222－－－－1111999955551111

アアアアダダダダププププトトトトロロロローーーードドドドのののの清清清清掃掃掃掃

日時 ５月２５日(日)

６月２２日(日)

午前９時～１０時

◎ 開開開開始始始始時時時時間間間間がががが変変変変更更更更さささされれれれてててていいいい

まままますすすす。。。。ごごごご注注注注意意意意下下下下ささささいいいい

集合 東丘小学校体育館前

※ 毎月第４日曜日に実施

社社社社会会会会見見見見学学学学

日時 6月7日（土）

午前8時00分 出発

行先 阿瀬･植村直己冒険館と

コウノトリの郷

（兵庫県日高･美方方面）

費用 \５,５００

山深い阿瀬渓谷で、囲炉裏を囲

んでの、あまご料理を堪能して

ください。

昼食後はコウノトリの郷で優

雅な時を過していただきます。

詳細はポスターをご覧下さい。

豊豊豊豊中中中中和和和和太太太太鼓鼓鼓鼓ままままつつつつりりりり

日時 ６月８日(日)

午後１時００分 開場

１時３０分 開演

場所 服部緑地野外音楽ステー

ジ(雨天決行)入場無料

豊中市内の９グループのアマ

チュアが演奏し最後に韓国の民

舞「みのおチャンゴヨロカジ」

による演奏もあります。

「八鼓」は初公演となるオリジ

ナル曲「蒼天（そうてん）」と

「みのり」の２曲を演奏します。

地地地地域域域域ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア
体体体体験験験験学学学学習習習習

日時 ６月１０日〔火）

９：３０～１５：００

場所 アダプトロード一帯

八中１年生７２名が清掃を行い

環境について考えます。地域の

皆様のご協力を お願いします。


