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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

東町連協・公民分館

校区福祉・防犯東丘

合同編集委員会 発行

編集責任者 山田寿太郎

発行部数 4700 部

新 千 里 東 町

ひがしおか
(2)公民分館だより
(3)福祉だより
(4)美しい街だより
(5)新自治会だより
(6)防犯だより

(7)連協だより
(8)お知らせ
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豊中市では、生活習慣病などの

「「「「有有有有所所所所見見見見者者者者」」」」の割合が次の様になっ

ています。

肥満約・・・ 約２割

脂質異常・・・約３割

貧血症・・・ 約３割

高血圧症・・・約５割
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特特特特 定定定定 保保保保 健健健健 指指指指 導導導導

① 健診の受診券

② 受診結果についての情報

詳しいことは健康

保険証を発行したと

ころにお問合せ下さ

い。以上は６月３日

東町会館ふれあいサ

ロンで行われた豊中

市健康づくり推進課

の説明会資料からで

した。当日の受講者

は約６０人で自身の

健康についての質問

も活発でした。編集部

高高高高血血血血糖糖糖糖

高高高高脂脂脂脂血血血血

三つ以上の危険因子を併せ

持つ人は、心疾患発症の危

険度が、持たない人に比べ

３３３３６６６６倍倍倍倍

肥肥肥肥 満満満満

高高高高血血血血圧圧圧圧

健健健健診診診診が新しく変わりました

「「「「特特特特定定定定健健健健診診診診」」」」は生活習慣病を併せ

持つ「「「「メメメメタタタタボボボボリリリリッッッッククククシシシシンンンンドドドドロロロローーーームムムム」」」」・・・・

内内内内臓臓臓臓脂脂脂脂肪肪肪肪型型型型肥肥肥肥満満満満症症症症候候候候群群群群の早期発見

と進行抑制を目的とします。

対象者 実施年度で４０歳～７４

歳で医療保険加入者(毎年４月１日

現在の加入者)で被保険者・被扶養

者が対象です。

メメメメタタタタボボボボリリリリッッッッククククシシシシンンンンドドドドロロロローーーームムムム

「メタボ」予備群の割合

男性は２人に１人

女性は５人に１人

「「「「メメメメタタタタボボボボ」」」」のののの診診診診断断断断基基基基準準準準値値値値はははは

腹腹腹腹囲囲囲囲 男性 ８５㎝以上

女性 ９０㎝以上

腹腹腹腹囲囲囲囲のののの測測測測りりりり方方方方

① 腕を下げ両足を揃えて立つ

② 軽く息を吐いた状態

③ 素肌の「おへそ」の位置で

水平に測定する

※「おへそ」が脂肪で下方に下

がっている場合は肋骨下縁

と前腸骨稜上縁の中間点で

測定する

脂脂脂脂質質質質異異異異常常常常

中性脂肪 １５０㎎/dl以上

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ４０㎎/dl未満

血血血血圧圧圧圧

収縮期血圧１３０/㎜Hg以上

拡張期血圧 ８５/mmHg以上

血血血血糖糖糖糖値値値値

空腹時血糖１１０/㎎dl以上

新新新新ししししいいいい健健健健診診診診とととと保保保保健健健健指指指指導導導導のののの流流流流れれれれ

いくつものリスクが重なった危険な

状態を「メメメメタタタタボボボボリリリリッッッッククククシシシシンンンンドドドドロロロローーーームムムム」」」」

と名付けて注意を呼びかけることに

なりました
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

竹細工教室
河村英紀さん、生子さんの指

導により、アイデアいっぱい

の作品の数々です。

5月17日手旗ハタハタ人形

6月21日ツバメとテルテル坊主

外国人と遊ぼう

ＴＩＦＡのお世

話でいつもいろ

いろな国のお話

が聞いたり、楽

しい遊びやゲー

ムをします。

5月14日

ネパール

6月11日

ハンガリー

分
民

公
館

東部スポーツ大会

囲 碁 教 室

5月11日（日）9中で開催された。

あいにく前日の雨のためグランド

ゴルフは出来ませんでしたが、屋

内競技のファミリーバドミントンは

にぎやかに開催された。12分館中3

位という成績であった。参加して

いただいた皆様お疲れ様、健闘を

称えます。

5月7日、21日、6月4日、18日、将棋と

碁を西・谷口・上崎師匠に名人めざ

し頑張ろうと指導を受けています。

玉利昭雄さんが丹精込めて育てられた

タマネギ・ジャガイモを皆で収穫。

8月2日、3日の宿泊カレーパーティ

の食材確保に汗を流しました。

土と親しむ

5月28日 タマネギ収穫 6月25日 ジャガイモ収穫

6月7日（土）例年より入梅

が早く天候を案じたが、幸

い晴天に恵まれ一同43名。8

時に東丘小学校西門前を出

発し、兵庫県日高町を目指

した。渋滞にもあわず順調

に10時過ぎ「植村直己冒険

館」に到着した。先ずはビ

デオを視聴し,植村さんの人

間性に感動し、展示も興味

深く見学できた。

『コウノトリの郷』では午

後3時の餌を食べる時間に合

わせた観鳥会では、野生化

されたコウノトリにも会え

て堪能できた。

社 会 見 学

子 供 教 室

科学で遊ぼう
千里高校の江角先生

に科学の原理を解説

して頂き、おもしろ

科学の勉強をしています。

5月31日 ドラえもんのヤ

ジロベエに綱渡りをさせる。

6月28日 ツルのお化粧？

七変化を楽しんだ。
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

5月11日（金）9時出発。

スムーズに東映太秦映画

村に到着。約90分映画村

を見学しました。嵐山に

移って昼食後、千里とは

異なる山と川の緑陰の中

を散策。帰路、西本願寺

前の京漬物店西利に立ち

寄り、16時過ぎ全員無

事帰ってきました。梅

雨の中休み、少し暑い

ぐらいの日でしたが嵐

山の緑は又格別でした。

5月14日（水）東丘小学校4・5・6年生は、福祉委員

や"道しるべ"(ボランティア)の人々と共に、体育館

の中でアイマスクの体験を、また、車椅子で千里中

央のモノレール駅や百貨店まで往復し、街の中にあ

るさまざまな困難なところ、坂の上り下りを押す難

しさなど多くの新しい体験をして、障害者との共生

と協調を目指す貴重な時間を過ごしました。

アイマスクと車椅子体験

初夏の嵐山・
太秦めぐり

ひとり暮らし 八千代クラブ

祉

福
福祉委員会

東丘小学校体験授業

写真Ａ体験実習中、丁度車椅子生活者と遭遇。

写真Ｂ学校内でアイマスクの着用を体験中。

写真Ｃ千里中央やセルシーのショッピング街は

にぎやかで楽しい。スロープやエレベーターも

大分増えてきた。でも遠回り道がまだまだある。

写真Ｄこぼれび道は樹木や草花が一杯で美しく

楽しい。最後の坂は上り下りとも力と技が必要。

写真Ｂ

写真Ｃ

写真Ｄ

写真Ａ
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

豊豊豊豊中中中中防防防防犯犯犯犯協協協協議議議議会会会会新新新新年年年年度度度度総総総総会会会会 ５５５５月月月月22227777日日日日 アアアアイイイイボボボボリリリリーーーーホホホホテテテテルルルルにににに於於於於いいいいてててて

豊中地域防犯協議会27支部が集結して新年度の

総会が開催されました。20年度の活動方針が全会

一致で承認され、本部の方針に基

づき各支部が地域の安全・安心の

犯罪抑止活動に入りました。

東丘支部も[ 住んで良かった、

これからも住み続けたい東町 ]

の町つくりの期待に添えるようが

んばってまいります。

地域の安全は地域で守ろうの合い言葉で皆さん

と共に安全な町を作ってまいりましょう。

新新新新年年年年度度度度活活活活動動動動指指指指針針針針（（（（平平平平成成成成22220000年年年年度度度度））））

◎ 事業者、自治体と連携した[安全・

安心の町つくり]の推進。

◎ 街頭犯罪、侵入窃盗被害に向け

た広報啓発活動の推進。

◎ 子どもを犯罪から守る活動の推

進。

以上を基本姿勢として、強力に推

進して参ります。

更なるご理解とご協力をお願いいたします。

☆ 地地地地 域域域域 交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 便便便便 りりりり ☆ 6666月月月月1111日日日日かかかからららら道道道道路路路路交交交交通通通通法法法法のののの一一一一部部部部がががが変変変変わわわわりりりりままままししししたたたた。。。。

私達の東町はとくに高齢者交通安全地域と

して指定を受けています。皆さんが交通ルー

ルを知り、"交通事故に遭わない、事故を起こ

さない"を合い言葉にして共に行動して行きま

しょう。

◎ 自転車通行について、下のイラストの通り注

意を喚起してください。

◎ 後部座席もシートベルトの着用になります。

◎ 高齢者運転マークの表示が義務化されます。

◎ 町町町町のののの目目目目がががが ああああななななたたたたのののの家家家家をををを 守守守守るるるるカカカカギギギギ

◎ 大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫 ババババッッッッククククをををを持持持持つつつつ位位位位置置置置 歩歩歩歩くくくく位位位位置置置置

◎ 地地地地域域域域のののの子子子子どどどどももももはははは 地地地地域域域域でででで守守守守ろろろろうううう

☆ ☆ 防防防防犯犯犯犯標標標標語語語語 ☆ ☆
ににににごごごご用用用用心心心心

普普普普段段段段かかかからららら予予予予防防防防にににに心心心心ががががけけけけままままししししょょょょうううう

最近都市機構の団地内道路でひった

くりが続出しています。

・カバンは道路と反対側に持つ

・自転車の前かごには防止カバーを

・ショルダーバッグは斜めかけを

・家の鍵や携帯電話は身につけて
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

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ししししまままませせせせんんんんかかかか？？？？

千千千千里里里里東東東東町町町町公公公公園園園園整整整整備備備備計計計計画画画画決決決決るるるる

＜＜＜＜今今今今年年年年度度度度整整整整備備備備主主主主要要要要工工工工事事事事予予予予定定定定＞＞＞＞

①①①① 公園北側もみじ橋通り照明

位置の変更と増設工事は今秋

実施

地球環境にやさしい「LED」

照明になります。

②②②② 公園北側雑木林の竹の間伐

地元が協力して秋に実施

③③③③ 保育所西側てによこ広場

夾竹桃の剪定・間伐 夏に実

施

④④④④ こぼれび通り沿い公園の高

木剪定・低木の移植は、秋に

実施

③③③③、、、、④④④④は、歩道からの見通しを

改善するための工事です。

その他、ベンチや案内板の設

置を要望しています。

今年度も、皆様にはご協力の

ほどよろしくお願いします。

尚、詳細は、自治会役員まで

お問い合わせください。

ホームページでもご覧いただ

けます。

(ｱﾄﾞﾚｽ http://e-senri.jp)

「「「「夏夏夏夏祭祭祭祭りりりり・・・・盆盆盆盆踊踊踊踊りりりり」」」」大大大大会会会会

拡拡拡拡大大大大実実実実行行行行委委委委員員員員会会会会をををを開開開開催催催催

日時 7月26日(土) 19：30~

場所 東町会館にて

自主出店される団体代表者

の方、及び、ご協力いただけ

る方は、ご出席をお願いしま

す。

昨年ご協力いただいた方に

は、事前にご案内をお送りし

ます。

府営新千里東住宅の建て替

えが具体化してきました。

大阪府住宅まちづくり部か

ら、建て替えに関しての、整

備条件が示されました。

この条件で、入札を実施し

て開発業者を決定するとのこ

とです。

大阪府からは「整備条件に

付け加えたいことがあれば、

早急に地元でまとめてほしい」

と、依頼がありました。

連協では、7月上旬までに意

見集約をしたいと考えていま

す。

詳しい内容等は、自治会役

員までお問い合わせください。

尚、ホームページでもご覧

いただけます。

(ｱﾄﾞﾚｽ http://e-senri.jp/)

大大大大阪阪阪阪府府府府新新新新千千千千里里里里東東東東住住住住宅宅宅宅建建建建替替替替え

東東東東丘丘丘丘校校校校区区区区主主主主団団団団体体体体役役役役員員員員名名名名簿簿簿簿のののの件件件件

本年度も、東町主要団体の役

員名簿を作成しました。

全戸配布はいたしませんので、

名簿の必要な方は各自治会か、

又は近隣センター「街角広場」

にお尋ね下さい。

とくに若い方の、ご参加をお

待ちしています。

東丘校区福祉委員会では現在

約５０人の自主参加者（ボラン

ティア）が活動していますが、

メンバーの多くは、福祉以外に

も民生児童委員や、自治会役員

などでも活躍されています。

永年の参加者も多く、高齢化

にもなやんでいます。

新しい、若い方々の参加を、

お待ちしています。

皆さんのほんの一部の時間を

ボランティアに向けて下さい。

活動例には次の様なものがあ

ります。

地域の人々のつ

ながりを、楽しん

で下さい。

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

福福福福祉祉祉祉委委委委員員員員会会会会のののの運運運運営営営営

第一火曜日・ふれあいサロン

第三火曜日・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

の広報活動

小学校の体験学習や清掃活動の

支援

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

話相手、書類本読み、手紙書き

病院通い 薬とり 買い物

車の運転

連絡先 原 6833－6281、

高野 6832－1951

連連連連協協協協だより

子育てサロン

新千里東住宅仲庭

00007777年年年年''''夏夏夏夏''''全全全全景景景景

３３３３－－－－３３３３かかかからららら千千千千里里里里中中中中央央央央公公公公園園園園望望望望むむむむ
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住んで良かった､これからも住み続けたい東町

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

毎月 ・ 第１火曜日

時間 ・ 午後１時～３時

７月１日(火) ８月５日（火）

場所 ・ 東町会館 ２F

おしゃべりをしたり、手芸を楽しん

だり、歌ったり、など地域の、皆さん

と、楽しくすごす、ひと時です。どな

たでもご自由にご参加下さい。

子子子子育育育育ててててササササロロロロンンンン つつつつくくくくししししんんんんぼぼぼぼ

毎月第３火曜日午前10時～12時

東町会館で開催しています。

参加費 100円

０歳から２歳児ぐらいまでのお子さん

をもつお母さんのコミュニケーション

をとり易くする目的で始められたもの

です。福祉委員会のボランティア,市

の子育て支援課、東丘保育所の保育士、

保健師さんも随時参加、楽しい遊びを

したり育児相談に応じています。

《相談日》毎週火曜日１０時～１２時

《場 所》東町会館 管理室

専用電話・０６－６８３４－９４４８

ﾌｱｯｸｽ・ 〃

メール ・higashimachi@yahoo.ne.jp

ーギギギギャャャャララララリリリリーーーー新新新新設設設設ー

ご自慢の写真を奮ってお寄せ下さい。ギャ

ラリー専用メールで簡単に送信いただけます。

新千里東町のホームページ

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

竹細工 ７月１９日(土)

８月 ９日(土)

宿泊カレーパーティイン東丘

８月 ２日(土)

３日(日)

◎ 東丘小学校校庭キャンプ 泊

詳しい案内書が配布されます。

お申し込みが必要です。

公民分館

今年の体育祭は

「東丘公民分館ふれあい運動会」

と称して１０月５日（日）に

実施の予定です。

◎ 体育委員会で検討しました上、

９月７日（日）１９時～

東町会館にて

実行委員会全体会を開きます。

地域、皆様のご協力をお願い

申し上げます。

土と親しむ

１０月収穫予定のサツマイモの

苗が植わっています。

水やり草取りを心がけましょう。

科学で遊ぼう

７月２６日(土)

８月２３日(土)

水ロケットで・・・

◎◎◎◎ 水ロケットの準備があります。

７月１１日（金）午後１時～

コミュニティルーム

子ども囲碁

７月 ２日(水)

１６日(水)

８月は お休みです

子ども教室

「「「「ソソソソーーーーラララランンンン」」」」をををを踊踊踊踊ろろろろうううう

ササササーーーーククククルルルル「「「「笑笑笑笑」」」」会会会会員員員員募募募募集集集集中中中中

練習日 毎週火曜日１９時～２０時

場 所 東丘小学校コミュニティB

内 容「南中ソーラン・よさこいソー

ラン」等を踊り、掛け声や笑

いで汗を流しています。

◎ ストレス解消です。

車車車車椅椅椅椅子子子子、、、、無無無無料料料料でででで貸貸貸貸

しししし出出出出ししししまままますすすす

東丘校区福祉委員

会には数台の車椅

子があり、

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。

・・・・

連絡先

高野6832－1951

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

清清清清掃掃掃掃はははは第第第第４４４４日日日日曜曜曜曜日日日日

午午午午前前前前９９９９時時時時～～～～

次回は

７月２７日(日)

８月２４日(日)

集合・東丘小学校

体育館前


