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人 （※）が会

今今今今年年年年ももももままままたたたた
約
午後 六時 には

場を埋 め、 夏 の 一夜を楽 し
みま した。

全 ての出店がオープ ンし、
やが て会場中央では、 マジ ッ
ク シ ョー に続き、ジ ャズ演

◆実実実実 行行行行委委委委員員員員会会会会 かかかからららら◆

大会 開催 に当たり、準

備、後片付 けと連 日汗を流

し ていただ いた皆 さ ん、 そ

し て、東 丘小学校、東 町商

店会、 近隣事業 所、諸 団体

など、多く の皆様 のご協 力

に、 心より感謝 と御礼を申

し上げます。

住 民手作 り の素晴 ら し い

千千千千里里里里音音音音頭頭頭頭

いず みたく

作詞 安長英嗣
補作 志賀大介作

作編曲

① 千里 ほ のぼ の

ほ のぼ のタ ウ ン

ここはみんな の

ふ れ合 い広 場
夢を語ろか歌 おう か

笑顔 の灯がとも る
く りかえ し

{

}

}

高 い文化も また香 る
※
く りかえ し

やさ しく香 る

花 も みどりも

③ 千里 ひろびろ
ひろびろタウ ン

※

あ の窓 小窓今 日も

一家だ んら ん

② 千里 に こに こ
に こに こタウ ン

ひと踊り

う って 千里音 頭 で

住 みよ いと ころ
サ ァサ 元気 に 手拍 子

※ 千里よ いと こ

{

「東町夏祭り盆踊り大会」、

伝統 の継 承と、益 々 の発展

{

}

に今後 ともご協 力を いただ

きます ようお願 いいた しま

④ 千里 のび のび
のび のびタウ ン
心あわ せ て

手をとり合 って

創 るしあわ せ愛 のまち
く りかえ し
※

住んで良かった､これからも住み続けたい東町

奏、 そし て地 元から の エイ
サーや和太鼓演奏 に大きな
拍 手があが り、 やぐらを 囲
むさまざまな模擬店 には、
お祭 りを楽 しむ人 々 の笑顔
が溢れま した。 八時 過ぎ に
は、 「八鼓」 の太鼓 に合
わ せ、 今年復 活 の 「千里
音 頭」が披 露され、 踊 り連
の後 に ついて、 踊り の輪が
広が りま した。
まちびらき から 年、 再
生 の時期 の新 たな シ ンボ ル
と し て、歌詞 に歌われ てい
るような 「まちづく り」
を 目指 し、 これ から長く引
き継 いでいき た いも のです。
◇

(7月末現在)

実 行委員会 では、今年 は

3,825世帯
7,746名

す。

《東町人口》

「省 エネ で明るく」と、
全 て エコ電球 に取り替 え、
模擬店 配置 の見直 しな ど 工

参考

編集責任者 山田寿太郎

ひがしおか

4
5
0
0

{

}

夫改善 に努 めま した。

（※）
主催者発表
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社会見学はふるさと村「まごの店」

7月11日（土）
公民分館社会見学が開催されました。
朝7時45分、小学校西門前から出発。
名神事故渋滞
の情報の中で、
西名阪から名
阪国道へ。バ
スの中では、
ふるさと村
「まごの店」
の紹介ビデオで事前学習。バスは一路伊勢へ、
仮橋を渡り伊勢神宮に参詣しました。
多気町のふるさと村では町職員の出迎えを
受け概要説明の後、映画化が企画されている
と聞きました。今回は我々50人の予約団体で
したので、昼食は一般営業が終わってからと、
まずは併設されている「おばあちゃんの店」
で、お土産に沢山の地場野菜を買い込み、1時
30分「まごの店」で待ちに待った昼食。メニュー
は3種類。どれも地場の新鮮食材を使った美味
しい心のこもった料理で、楽しい時間を過ご
しました。
食後、参加者からの質問のタイム。サービス・
調理を担当している高校生との懇談、目標を聞
いたら「調理師になりたい」「大学で栄養の勉
強をしたい」「給食センターでおいしい料理を
子どもたちに」など大きな夢を聞かせてもらい、
3時に名残を惜しみながら帰途へ。帰りは新名神

ひがしまち

元気な街角広場は暑
街角広場
い夏も元気に過し、い
よいよ10月には9年目に
入ります。恒例の開設記念行事を10月
18日（日）に、いつものように開催す
る準備をしています。
街角の内装？を変えてみました。人
気の年表は正面に置き、数々の表彰盾
を棚に飾りました。これから「東町3－
3」建て替え工事が本格化し不自由を感
じることがあるでしょうが、そんな時
は街角に来てひと時を過してください。
夢のある出来上がりの予想図が街角に
あります。

子ども教室

理科実験教室

7月18日（土）理科実験
教室「日食用メガネつく
りと染抜き」硫酸には濃硫酸と希硫酸があります。
濃硫酸の危険性を実験で見ました。織物はどのよ
うにして作られているかを知り、天然繊維と化学
繊維の違いが分
かり、特性を活
かした特殊な染
物を作ってみま
した。

7月22日（水）日食観察
10時から日食について勉
強、曇り空の中、月によ
り欠けていく太陽を時間を追って観察しました。
８２％が月の影になった時、鳥もセミも泣き止ん
だ事がわかりました。小笠原諸島での皆既日食を
テレビで見て、今度は本当に皆既日食を実感して
みたいと思いました。ＦＭ千里がみんなの感想を
放送してくれました。
7月24日（金）科学で遊ぼう「飛距離100ｍのロケット」
ペットボトルを使って大きなロケットを飛ばせるよ
うに正確に作る努力をしました。ロケットと飛行機
の違いも習いました。飛行機では宇宙にいけません。
燃料を燃やす空気
が宇宙にはないか
ら、ロケットは空
気を中に持ってい
るそうです。飛び
出すときには緊張
しました、何度も
飛ばしてみました。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

ひ が し お か
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高齢者の夏の昼食会
今年はｶﾚｰﾊﾟｰﾃｨー
給配食者（ご自身で調理困難な高齢者）
のための夏の昼食会が今年も7月に東町会
館で2回開かれました。例年は市給食セン
ターの協力によるものでしたが、今年はセ
ンターの事情により中止となり、それに代
わるものとして給食ボランティアの皆さん
のアイディアで7月10日にカレーパーティー
が開かれました。お代わり自由で大好評。
カレーのスパイスは高齢者の健康によいこ
とが最近知られています。
例年好評の「そ
うめんパーティー」
も7月24日に開かれ
ました。各々40人
～60人の参加があ
り、看護師・森田
さんの健康相談や、
市作業療法士・木
村さんの指導によ
る楽しい体操などが
あって、夏の暑さを
忘れました。

(奇数月1日発行)
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「敬老の集い」に
若い方も家族でご参加を

福祉活動

高齢者ひとり暮らしの
孤独死を取り上げて
8月4日（火）午後、東町会館で包括支援セン
ター（北町）の主催で、東町の福祉委員、民生
児童委員、老人会有志、豊中市社会福祉協議会、
近隣校区の福祉委員会々長など40人近くが参加
して「高齢者お一人様の見守り」についてミー
ティングがありました。始めにセンターが、
「近所や知人とのつきあいを嫌い、やがてみじ
めな孤独死に至る」動画を見せ、対策を語り合
いました。東町では次々と高層マンションに建て代
わり、「人のつながり」が悪くなり、問題を抱えた人の
情報を民生委員が捕らえにくくなり、包括支援センター
などの「セキュリティネット」が働き難くなった問題が
話題となりました。一部の人の個人主義と、個人情報保
護への行過ぎたこだわりが、結果として近所の人に迷惑
を与え、時には安全をも損なう現状が話題となりました。

9月19日（土）東丘小学校体育館で例
年のように開催されます。今年招待さ
れる満65歳以上の東町在住の高齢者は、
2,235人（東町の高齢化率28％）です。
新たに招待された方は、今までの仕事
一筋から地域に仲間入りする方として
大歓迎です。「敬老の集い」は東町の
催しの一つで、保育所、東丘小学校の
先生、児童、八中生も参加します。出
演者は大人65人、子供163人、運営に協
力頂く町のボランティアは84人です。
皆さんご家族でお出かけ下さい。米寿
（満88歳）を迎えられた15人の方をお
祝いします。今年から8020表彰（歯科
医師会）はありません。司会は民生地
区委員長としてご活躍の中村章子さん。

東丘敬老の集い
２００９プログラム
9月19日（土）12:50-15:00 東丘小体育館
１．

第八中学校吹奏楽演奏

２．

開会のことばと米寿表彰

３．

東丘小学校一年生の合唱

４．

第八中学校バトン

５．

千里民謡彩竹会の新舞踊

６．

東会と東丘保育所卒業生の“エイサー”

７．

みんなで体操

８．

紅Ｓ（ベニーズ）の二胡演奏

９．

東丘小学校バトン

10．

千里防具空手の空手

11．

八鼓の和太鼓

12．

閉会のことば

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

(4)
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千里中央セルシー「たそがれコンサート」
８月14日（金）

約27年振りに
東町の和太鼓ク
ラブ「八鼓」と

東町の宝、和太鼓クラブ“八鼓”は今や各地

「盆踊り盛り上

「太平締め太鼓」も加わって益々充実。迫力の
演奏に拍手喝采がおくられます。

午後５時から「マジックショー」「打ち水大作戦」続いて「ジャズ演奏」「沖縄
エイサー」「和太鼓演奏」と続き盆踊りは「千里音頭」が主役です。

(5)

セルシー納涼祭
８月15日（土） 16日（日）

の行事に引っ張りだこ。地元ステージでの演奏
に早くから大勢のお客さんが詰めかけました。

夏祭り盆踊り大会 ８月22日（土）

第53号

げ隊」により復
活の準備が進め
られ、いよいよ
納涼祭でお披露
目です。

東丘保育所 納涼祭
７月25日（土）６：～

アクアジャズオーケストラの演奏

東会（ アガ リか い）

沖 縄 エイ サ ー
の華 麗な演技

繰り返し流れる復活した「千里音頭」

梅雨の真っ最中で雨模様となり、ホールや各部屋でボーリング、
的当て、コインおとし、風船遊び等のゲームをしました。たこせん、
ポップコーン、
おにぎり、ジュー
ス、チューペッ
ト等の販売もあ
り、豊中八中の
生徒さんが売り
場担当で大活躍。
にぎやかで楽し
いひとときとな
りました。

新千里東町ふれあいフェアー
７ 月1 9 日（ 日 ）新 千里 東町商 店街

ミニSLが再び東町商店街を「しゅっしゅっぽっぽっ」と煙を
若い家族連れを多く見かけるようになりました

子どもたちが集まる輪投げ遊び
夏祭り・盆踊り大会に
ご協賛いただいた企業
あ りが とう ござ いま した

夏祭り古本売り上げのお礼

「お化け屋敷」（ダディーズ）は２年ぶり。入場制限をするほど長い行列が
出来る人気です。早くもマイケル・ジャクソンが霊界からお出まし？

皆さんからご提供頂いた本は、児童向け10円、大
人向け20円で販売し、総売上は 31,430円になりま
した。必要経費を除いた金額を福祉と人権の活動に
利用させて頂きます。ご協力有り難うございました。

大阪高速鉄道(株)
北大阪急行(株)
十三信用金庫 千里中央支店
新橋企画(総務)
せんちゅうぱる専門店街
千里大丸プラザ
(株)千里阪急百貨店 千里阪急
千里阪急ホテル
阪急阪神ビルマネジメント(株)
(株)よみうり文化センター
阪急オアシス 千里中央
(株)京阪互助センター
千里中央センター
長谷工コーポレーション

住んで良かった、これからも住み続けたい東町

(敬称略)

はいて走りました。本物の石炭を燃やし水蒸気の力でみんなを
乗せて走り
ます。機関
手のお兄さ
んは顔に墨
を付けてが
んばる。紙
芝居、カラ
オケ大会、
フリーマー
ケット等も
ひらかれ多
くの人出で
にぎわいま
した。

(6)
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千里東丘少年野球部
南米の子供に愛用してきた
「ペルー選抜チーム」

部屋の片隅に眠っていた中
古の野球道具ですが、送り出
すにあたっては、部員全員で
心をこめて手入れを行いまし
た。野球をやりたくても、道
具が手に入らない国の子供達
が、たくさんいることを知り、
改めて自分達の恵まれた環境
の、ありがたさを学んだよう
です。

南米の国、アルゼンチンとペ 「アルゼンチン選抜チーム」
ルーに中古野球道具を寄贈しま
した。（社）少年野球国際交流
協会が今夏東京で開催され、世
界大会参加のため、来日した選
抜チームの皆さんへ、協会を通
じて寄贈を行い、それぞれの母
国へ持ち帰っていただきました。

野球で元気に楽しく

新入部員募集中
千里東丘少年野球部
問い合せ： 片岡まで
電話：６８３２－３６６８
「道具の手入れをする部員達」

アソカ 子どもまつり
ぼくもわたしも行ってみよう

１０月３１日（土）
午前１０時～正午 過ぎ まで
雨天のとき：講堂・各保育室
（スリッパをご持参ください）

恒例行事で庭園を開放！
！ 近隣周辺の小学生や
卒園児を招き、在園児と共に親睦を深めるため、
本園保護者会（母の会）と共催で行います。
例年とは多少異なった催し物で、ヨーヨーつ
り・ボールすくい・輪投げ・他にも色々、子ど
もも大人も楽しめます。どうぞご来園をお待ち
しております。

新型インフルエンザ
相 談 先

野球道具を寄贈

豊中市と一緒に
考えよう
豊中市政策企画部
コミュニティ政策室
日時：９月１９日（土）
１９：１５～２０：３０
場所：東町会館２F・大会議室
安心・安全や子育て、高齢者の支援な
ど地域の問題を地域で話し合って決め、
いろんな団体が連携し、解決に取り組ん
でいく～そんな仕組みや、そのために必
要な市の取り組みについて、みなさんの
ご意見やアイデアを出し合う会合です。
奮ってご参加下さい。

インフルエンザの懸念のある時は下記に連絡してください。
豊中保健所
06-6849-1721 9:00～17:45
豊中市健康支援室中部保健センター 06-6858-2287 9:00～17:15
大阪府新型インフルエンザ相談
06-6944-6791 8:00～18:00
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

2009(平成21)年9月1日(火)
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地域の「安心・安全」を目指し、今年の夏も見えないところ
で防犯活動に汗を流した、たすき掛けのおじちゃん、おばちゃ
ん達、「目立った問題もなくて、やれやれ」と、ホッと一息の
夏の終わりです。
最終日の反省会では、地域の防
犯や、安全について意見を交わ
し、「この地域での犯行はでき
ないぞ」という空気を作ること
が大切であり、夜警や見守り、
今季も暑い中、夏の合同夜警が実施されました。 あいさつ運動が犯罪の抑止効果になることを確認
３回予定のうち、１日は雨に見舞われ中止になっ して無事終了しました。
たものの、２日間で94名の参加で、賑やかなパト
◆毎週金曜日、午後９時から町内パトロール
ロールとなりました。特に今年は、お子さん連れ
を行っています。食後の散歩がてら一緒に歩
の若いお母さんがたの参加で活気付き、豊中署か
ら駆け付けていただいた、大倉警部補からも「市
内で一番の協力体制」とおほめの言葉を頂き、無
事終了できたこと、役員一同感謝しております。

いてみませんか。（問合せは防犯役員まで）
◆犬と一緒に「わんわんパトロー
ル」も検討中です。

《その１・暴走自転車》
「あなたのことでは？」（住民投稿より）
東町では安全な歩行者専用道路を楽しく歩い
て暮らせます。ところが時々マナーの悪い自転
車がいて、不愉快な思いをします。人間には背
中に眼があると彼らは思っているのでしょうか。
無灯火で猛スピードですぐ脇を追い抜いて、
はっとさせたり、思い切り後ろから罵声を浴び
せながら走りぬいて行きます。
歩行者を追い抜けると思う時でも、歩行者が
幼児、高齢者などの場合、または同時に対向車
がある場合などは、必ず降りて手押し歩きで追
い越すこと。自分はまだ明るいと思っても、日
没後は必ず点灯すること。などを厳守してくだ
さい。
自転車利用者は、この道が歩行者優先である
ことを肝に銘じてください。 （Ｍ．Ｔ）

《東町編》
① アドプトロードがどこにあるか知っ
ている。
（ ）
② アドプトロードに「スーパー防犯
灯」がついていることを知ってい
る。
（ ）
③

アドプトロードは禁煙だというこ
とを知っている
（ ）

④

アドプトロードは、歩行者優先で
あることを知っている。 （ ）
⑤ 犬の散歩時、便は持ち帰る。（ ）
⑥ 自転車で人を追い越す時、自転車
から降りる。
（ ）
⑦ 挨拶、声かけ運動を心がけている。
（ ）
◆東町のアドプトロードは
「こぼれび通り」「もみじ橋通り」

もう安心 いつも町には みんなの目
月刊「安心な街に」より
「防犯標語」を募集しています。応募は「ひがしまち街角広場」のポストに！
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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2009(平成21)年9月1日(火)

子育てサロン
つくしんぼ
《定例日》 毎月 第３火曜日

ひ が し お か

福祉なんでも相談
窓口

東町会館

第53号

ふれあいサロン

《相談日》毎週火曜日

午前10時～12時
《場所》

(奇数月１日発行)

午前10時～12時

《定例日》毎月 第１火曜日
午後１時～３時

《場 所》東町会館事務室

《参加費》 100円

《専用電話》

《場所》 東町会館 ２F

０歳から２歳児ぐらいまでのお子

０６ー６８３４ー９４４８

《参加費》100円

さんをもつお母さんのコミュニケー

《ファックス》電話に同じ

ションの場として始められたもの

《メール》

9月1日(火) 10月6日(火)
おしゃべりをしたり、手芸を楽し

です。福祉委員会のボランティア、 higashimachi@yahoo.ne.
jp
市の子育て支援課、東丘保育所の

んだり、歌ったり、など地域の皆

保育士、保健師さんも随時参加、

どなたでも自由にご参加下さい。

さんと、楽しく過ごすひと時です。

楽しい遊びをしたり育児相談を受
けています。

分館秋の講座
アッセン・デルフト
コースターとウェルカムボードを作
ろう。アッセンデルフトは、オラン
ダ発祥のトールペイントです。
講師： 中冨 まゆみ 先生
日時： 9月26日(土）10月3日(土）

お知らせ
分館行事

子ども教室

ふれあい運動会

科学で遊ぼう
第３土曜日午前１０時～
担当 吉田 先生
第４土曜日午前１０時～

日時： 10月11日（日）
場所： 東丘小学校
◇地区対抗リレー選手募集中

担当 江住 先生

文化祭

10月10日(土） (3回コース)
いずれも 午前10時～12時

子ども囲碁教室

日時： 10月31日（土）
11月１日（日）

会場： 千里公民館 第4講座室
受付： 9月12日（土）午前10時～

第１ 水曜日 午後２時～

場所： 東丘小学校

千里公民館第4講座室にて

第３ 水曜日 午後２時～

※いずれも詳細が決まり次第、
ご案内いたしますので、奮って

定員： 15名
（応募多数の場合には抽選）

費用： 3,500円 （受付時支払い）

健康づくり

ご参加ください。

◆子宮がん検診 10月19日（月）13時30分～15時

アダプトロード
毎月 第４日曜日
◆

９月２７日（日）

◆ １０月２５日（日）
各日共 午前９時～１０時
東丘小学校体育館前集合

◇市民健康診査・大腸がん検診・肺がん・
10月29日（木）13時30分～15時
◆乳がん検診

11月2日（月）9時30分～11時 13時30分～15時

◇胃がん検診

11月24日（火）9時30分～11時

《場所》

千里保健センター

《申込み・問い合わせ》》 中部保健センター 6858-2291
《申込み日》

9月8日（火）～10日（木）9時～16時

新千里東町ホームページhttp://e-senri.jp
住んで良かった､これからも住み続けたい東町

