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(奇数月１日発行)

新千里東町

ひがしおか

秋晴れのさわやかな10月11日（日）、
第41回東丘ふれあい運動会が、東丘
小学校運動場で1500名を超える住民の
皆様の参加の中、和気あいあいに行わ
れました。
運営委員長のガンバローコールの開会
宣言で始まり、幼児から高齢者の皆さん
向けの数々ののんびりメニュー、
自治会や団体対抗の本気レース、
千里東町公園内を駆け抜ける実
力のカントリーレースなどなど
合計21種目に、競争意欲満々で
多くの住民の方が参加しました。
ドラエモンや割烹着出場の団体
……見て出て楽しい工夫もあり、
会場には掛け声と笑顔が絶えま
せんでした。

第54号 (1)

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 4500部

運 動会 の締め は
ビンゴゲーム・・・
600名を超える方が
運動場に勢ぞろ
い。早々のビン
ゴ宣言、最後
までリーチの
方など悲喜こ
もごもでし
たが、沢山
の笑いの中
閉会を迎
えました。
東 町 は
近年 住
宅整備が進み
家庭数も増え 初めて運
動会に関わったり競技に参加された方々
も大勢おられ、一つの行事を通し新しい
出会いや感動シーンも生まれました。
『ふれあい』がテーマの 運動会にまた
一歩近づいたように思います。
運動会の開催にあたりましては、自治
会・自治会体育委員の皆様、東丘小学校
の先生方、ダディーズや防犯支部をはじ
めとした地域団体の方々などなど多くの
方のご協力をいただきました。改めてお
礼申し上げます。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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(奇数月1日発行)

第４１回東丘ふれあい運動会 団体レース
小学生リレー

地区対抗４人５脚リレー

１位 桜ケ丘Ｂチーム

１位 ローレルコート
あかしやチーム

２位 メゾン千里・
深谷Ａチーム

２位 桜ケ丘チーム

３位 都市機構Ａチーム

３位 都市機構Ｂチーム

晴天に恵まれ、校庭を出て広い
東 町の 公 園 を巡 る 初 め て の カ ン
トリー レー スが実 施さ れまし た。

第４１回東丘ふれあい運動会 カントリーレース
一般の部
１位

２位

３位

男子

今西雄基さん

遠藤勇希さん

仲井祐平さん

女子

米谷千恵さん

出渕友香さん

乾 和美さん

小学生の部
１位

２位

３位

４位

５位

やぶさん つぼいさん ながひが つじかわさ いぬいさん
しさん
ん
わたなべさん
ながさわ
２年生
本田さん すずきさん 谷口さん
さん
大川さん
てらさわ とりいぐ
３年生
矢里さん 有田さん 纐纈さん
さん
ちさん
粥川さん
高学年男子 和田さん 安達さん
真野さん 村上さん
森さん

１年生

６位
とりいぐ
ちさん
木村さん
米谷さん
赤沢さん

高学年女子 伊藤さん 山下さん 橋本さん 鈴木さん 美和さん 粥川さん

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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三の三自治会

(3)

基本操作
① ピンを抜く
② 火元に近ずく
（噴射距離は
３～６ｍ）
③ ホースの先を
火元に向ける
④ レバーを引く
（約15秒で全
量噴射）

９月５日（土）消火訓練

「本物の消化器で訓練しました！」
建て替え工事の進む棟の階段に消火
器が残されていました。「あの消火器
どないするんやろう？」気になって、
施工会社の長谷工コーポレーションに
聞いてみると「処分します」との返事。
「ほんなら一度本物の消火器を使って
やってみたい」お願いしてみると、快
諾「やったー！」すぐに消防署に相談、
こちらもＯＫ。
当日は消防署員の指導で工事囲いさ
れた棟の中で本物さながらの消火訓練
ができました。
凄い勢いであっという間に噴射する
噴煙と再び燃え上がる火の手に水消火
器では分からない緊張を実感しました。
三の三自治会自主防災
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量噴射してしまった例も
あります。② 噴射を始めると、あたり
一面が見えなくなり火元
認も出来な
くなる。火が消えたと思っても全量を火
元に噴射する。

「あかしやの丘」ビアーパーティー
9月6日（土）午後6時から
自治会主催にてマンション内の集会所で開催さ
れました。不安の中、初めての試みでしたが、ふ
たを開けてみると、夫婦に親子など幅広い年齢層
が集まり30人をこえるパーティーとなりました。
本格的なビアサーバーを持ち込んでの生ビール
に、みなさんビアホール気分を満喫して大満足で
した。初めて顔を合わす人も多く、建替え前の出
来事、趣味の話などで盛り上がり、テーブル一杯
に並んだ持ちよりの手料理やおつまみが、なかな
か減りませんでした。「以前住んでいた地域では
こんな集まりはなかった。とても楽しい」と胸に
つけた名札をさすりながらの笑顔。気が付けば、
1５リットル缶が２つ空になっていました。

閉鎖的な構造を持つマンションに住んで、不足
している「人のつながり」を求めてのこの集会は
大成功で、次回は子供たちや若いお母さん達も大
勢参加出来るように、休日の昼の開催が早速予定
されました。

エコキャプの行方

【回収業者】
「ひがしおか」51号でお知らせしてから、皆さん
にご協力いただき、「街角」は善意のエコキャッ
プであふれました。運動を進めているガールスカ
ウトは、大袋6個分（16万040個）をエコキャップ
推進協会の回収業者に届けることができました。
今後ともご協力をお願いします。

エコキャップ推進協会
キャップを細かく砕き、
溶かしてプラの原料に。
◆キャップ800個で
ポリオワクチン1人分
が購入できます。

【プラリサイクル工場】
プラ製品に、植木鉢・コン
クリートパネル チリトリ・
そり 等

【 ＪＣＶ 】 （ＮＰＯ法人
世界の子どもにワクチンを
日本委員会）に寄付

キャップ800個を焼却すると6.3kgのＣＯ２が発生

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

(4)

ひ が し お か

2009(平成21)年11月1日(日)

秋の分館講座
「アッセンデルフト」が開催された。

理 科 実 験 教 室 (科学で遊ぼう)
ビタミンＣを見つけよう！？
江角隆先生
9月26日（土）どの食品に多くの
ビタミンＣが含まれているかを
調べてみました。
グリーンマップを
作ろう
本田富也さんと小
学校の緑の探検を
東丘小学校の緑の
探検をしてグリー
ンマップ作り始め
ました。

メッセージボトル
その後とこれから

第54号

ひがしまち街角広場
みんなに親しまれて８周年

アッセンデルフトという名称が余り浸透していな
くて、応募人数は少し不足(15名募集で11名参加)で
したが、参加した人達には本当に楽しい3回でした。
（9月24日/10月3日/24日）
先生の魔法の指先から描かれる絵は感動の連続で
した。
受講生は、3本の絵筆を四苦八苦しながら使いこ
なし実に見事?なウェルカムボードとコースターが
出来ました。作品は、東丘小学校で行われた文化祭
に出展。ご覧いただきましたか?

子 ども教 室

(奇数月1日発行)

ひがしまち街角広場が地域の皆様に支えられて
満 ８ 年 、10月１日から９年目に入りました。
この日を記念して、10月18日（日）午後2時から
東町の人々と街角広場の生みの親・豊中市の職員
も参加して記念の会を開きました。

オープニングはおなじみ「八鼓」。東町の勢い
を感じさせる豪快な演奏は、明日につながる。
大阪大学大学院工学研究室の皆さんによる、8年の
歩みをスクリーンに、またパネル展示・写真など
を映出し若かった頃の写真を見ながら、当時を思
い出し、楽しいときを共有できました。
最後はビンゴゲームで閉め、来年この
ような会が出来るように祈り散会しまし
た。参加の皆様ありがとうございました。
皆様のお越しとともに、スタッフの募集
もしています、チョット空いている時間
ご協力下さい。

理科実験教室
ド ラ イ ア イ ス (Ｃ Ｏ ２ ) の 性 質 吉 田 眞 一 先 生
9月19日（土）空気中のＣＯ ２ が私たちの生活に
役立っていることを学んだ。

昨年5月に豊中市民会館で「夢のメッセージボトル」を開催し、皆さんの平和・愛・
夢をメッセージに書いて頂き鹿児島の志布志で放流しました。その中の1本のボトル
は豊橋の海岸に辿り着き、四日市に住むサーファーに拾われたご家族の目にとまり、
発信元・広島県福山の2歳のお子さんが書いた「お友達になりませんか？」のメッセー
ジで2家族の交流が始まりました。当時登校できないとき返信手紙を書いた四日市の
お嬢さん。その手紙をもらった福山の家庭ではお母さんが脳梗塞で闘病中。共に塞
ぎ気味の日々を送る家族の元で希望の光を灯し、明るさを取戻して再会を果たした
喜びは、両市のマスコミで広く伝えられました。
このメッセージボトルの役目は、人生に夢と希望と愛を沢山の人々に届けてくれ
るものと確信しています。平和・核廃絶・愛・夢などいろんなメッセージがあると
思います。皆さんも行動を起こしませんか?まず書いてみませんか?そうすることが
ＹＥＳ ＷＥ ＣＡＮ !! だと思います。
「黒潮物語」元気な子の会 お問合せは 事務局長/早田州子 090-3056-5901

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

い

集
の
老

ひ が し お か

2009(平成21)年11月1日(日)

(奇数月1日発行)

第54号

(5)

平成21年9月19日(土)
午後1時～3時
於・東丘小学校
体育館

敬
「敬老の集い」は大型連休初日

場いっぱいに元気をふりまきま

の土曜日に実施されました。

した。また、教頭先生はじめ先

爽やかな好天に恵まれて東丘

生方全員が、お年寄りに喜んで

小学校体育館には招待を受けた

いただける様な曲を演奏しょう

お年寄りが賑々しく来場されま

と、早くからリコーダの練習に

した。

取り組まれていたのが印象にの

第八中学校吹奏楽

こりました。

児童よりのメッセージ
受付では、記念品の他に東丘

八鼓の太鼓

小学校の全生徒が心を込めて作っ

府下の大会で今年、準優勝の

たお年寄りへの贈り物 「メッセー

八鼓の面々。益々円熟味を増し

ジをしたためた折鶴 」を招待者

た素晴らしい演奏でした。

ひとりひとりに手渡されました。

お年寄りに元気を
1年生の元気な斉

その他、ボーイスカウトは歌、

東丘校区65歳以上の高齢者数

ガールスカウトは手体操、それ

は8月末現在で2,234人その内、

に空手の演武など、子供たちの

米寿の表彰者は16人､来場者は
951人､プログラムの出演者が、

元気な掛声や演技は、お年寄り
を大いに元気づけました。

245人､ボランティア参加者が約

◇

250人､と合わせて1,500人ほどの

先生のリコーダ合奏

感謝とお礼

集いとなりました。

おかげを持って無事に経過す

ファンファーレ

ることが出来ました。関係する

今年も第八中学校吹奏楽部の

全てのご協力者に、紙上ながら

素晴らしい演奏で開幕しました。

厚く御礼を申し上げます。

演目のトップ
東丘小学校１年生の斉唱が会

東丘校区福祉委員会
八鼓の和太鼓演奏

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

全 国社会福祉協議会 （全社協 ）
大阪府社会福祉協議会 （大社協 ）
豊中市社会福祉協議会 （市社協 ）

38

◎◎◎◎ 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

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 ととととはははは
福祉法人 ・豊中市社会福祉協議会 の内部
組織 とし て概 ね小学校 区単位 に結成さ
れたボ ラ ンティアの民間団体 です。
豊中市内 には 地 区 （校 区）
※ 次 の地 区は２校 区 で１地 区
（上新田 ・少路 ・北緑丘 ・桜井谷）
△推進事業 ▽
東 丘校 区福祉委員会 は東 町 の各種団体

の代表、 民生 児童委員、 それ に自主ボ

ラ ンティアの方 々 で構成され、身近 に

地域 の助け合 いを行うため、 要援護者

を対象 に、声 かけ ・見守 り ・個 別援助

活動などを トータ ルに行える体制づく

りを進 める小地域福祉ネ ット ワーク推

進事業を実施 し ています。

△主な事業 ▽

○そ の他、校 区

○○○○ ふれあ いサ ロン ○○○○ 子育 てサ ロン
○○○○世代間交流 ○○○○ ふれあ い給食 サービ
ス ○○○○敬老 の集 い ○○○○市 の重度障害者な
ど の安 否確 認事業協力 ○○○○餅 つき ○社会 見学

会

○ シ ング ルの会 八千代ク ラブ

福祉委員会 活動など

◎◎◎◎ 当委員会 では ボ ラ ンティアに自主参加く

ださ る方を広 く募 っています。 お問合 せ下さ い。

東丘校区福祉委員会の概略

(6)
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東町探訪
①

安場池

(奇数月1日発行)
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を知っています
か

場池を守る会」を発足させまし
た。
「守る会」の活動は目覚しい
もので、日曜日毎に安場池に集
万㎡）です。
千里中央公園は広さ14hａ以上、 まり自然観察会を開き、その結
コナラの原生林などあって都市 果を解説した印刷物を東町の全
域では珍しく自然の残された公 住民に配布しました。専門家延
園です。春には見事な桜とウグ べ80人・一般市民延べ140人が
イス、イカルの美しい鳴き声に 参加し、鳥、昆虫、植生、水質、
心が癒されます。この公園に命
を与えているのが安場池です
が、この池が今残ってい
るのには東町を中心と
した住民の懸命な努
力がありました。
１９８３年頃新千里
体育団体連絡協議会（以
下体協）の人達は、この池を
埋めて運動グラウンドを造るよ
う豊中市に要求しました。
プランクトンなどの分野毎に調
市ではその頃、新設小学校建 査し30頁からなる報告書をまと
設に伴う残土処理と、池の周囲 めました。 結論として「都市
こぼれび通りを東に、陸橋を
渡って千里中央公園に入り直進
すれば安場（やすば）池（約１

その頃には池の右側には高さ
３ｍの鉄塀が立ち、コンクリー
ト製のダンプカーの洗い場まで
作られていましたが、1986年8
月市はついに全面的に埋め立て
中止を決め、やがて工事跡もき
れいに復元されました。
地域の住民の提案を受け入れ、
広く市民とのコミュ二ケ－ショ
ンをとらぬまま開始した事業の
苦い中止であったと思いま
すが、あの段階まで進
めた工事から撤退し
た豊中市にも敬意
を払いたいと思い
ます。このように安
場池は、中央公園の自
然としての役割を果たして
いるだけでなく、東町の住民パ
ワーと千里の人達の自然保護へ
の熱意を語る記念碑としても存
在しているのです。

での子どもの事故に苦慮してい
たので快諾し、１９８４年１月

部の池にしては珍しく自然生態
系が豊かであるが、一部の埋め

突然に工事を開始しました。
深い森の真ん中をある朝突然

立てによっても池の自浄作用が
失われ急速に老化する」として

に残土運搬ダンプカー用の道路
が造られました。何も知らない
多くの市民はびっくりしました
が、中でも幼児野外教室「風の
子」を千里中央公園でひらいて
いた木村見江さん達は、こんな
事があっていいのかと、「千里
中央公園を考える会」をつくり
皆に呼びかけました。この呼び
かけに応えた東町の中山一郎さ
んは、市民の他豊中,吹田の生
態学者や、自然保護運動に関わ
る人達にも広く呼びかけて、安

います。これらの費用は参加者 創立周年記念誌（1998)、千里
のカンパによるものです。さら タイムス（1984～1985)の関連
に5,500人に達する埋め立て反 記事の一部および当時の個人的
対の署名を集めました。
な記憶をまとめたものです。豊
この間、市はやむなく工事を 中市はこれに関して開示出来る
一時中断し、やがて池の埋め立 記録はないとの事でした。当時
て割合を80％から40％に縮小す の関係者の多くは転出されたり
る折衷案を提案してきまました。 他界されたりしています。もし
「考える会」は体協の人達と争 当時の資料をお持ちの方がおら
いたくないからとその案に傾き れましたら当紙編集委員にご連
かけましたが、「守る会」は先 絡ください。
の報告書の結論から当然反対し
ました。

ーあとがきー
この内容は中山氏の小論文
「安場池は残った」東町３団体
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「防犯役員は、行事の時いつも会場外の警備の担当で、行事に参加し
たことがない」とベテラン役員。でも、今年の運動会は、各種団体リ
レーに4名が参加。「防犯には勝てるなぁ」の声も・・・。ところが、
「歩いてもいいか？」と言っていた支部長がまさかの一位でゴール。
「信じられない」？？いいえ、まだまだ若い防犯でーす。

今回は豊中警察
署、警察本部安全
教育班及び豊中市
役所土木部交通対
策係から出席して
頂き、地域の老人
会から27名の参加
がありました。コントを交えたクイズで楽しく勉
強したあと、ビデオによるシルバーエイジの交通
安全（見る、待つ、止まる、確かめる）を鑑賞し、
参加者一同、交通事故に遭わない、交通事故を起
こさないことを改めて誓いあい、交通安全教室を
無事終了しました。

10月6日、「豊中地域安全大会」におい
て長年防犯支部長として活躍された、吉田昭さ
んと、役員として奉仕５年目になる坂上喜代子
さんが豊中警察から表彰されました。
吉田さんは「みなさんのご支援で、無事任務
を全うすることができ、感謝します。」と話さ
れていますが・・・10年間、常に地域の安全の
ためにご尽力いただき、防犯東丘支部の一つの
時代を築いていただいたことに、地域からも心
より感謝し、お祝い申し上げます。

10月8日、深夜に吹き荒れた大
型台風18号。夜が明けると、あちこちで大木が
倒れる台風の爪痕が。（千里阪急ホテル横）

今年度は、大阪府下また豊中市内でも、犯罪
発生件数が、昨年度に比べ大幅に減っている
との報告を受けた矢先・・・

10月20日から、都市機構内の自転車置き場、
ゴミ置き場など５か所で、連続不審火が発生。
通りがかりの住民の協力で、幸いどれも大事
に至りませんでしたが、現場付近の住民からは
不安の声が聞かれます。
消防署員によるパトロールも実施しています
が、住民の皆さんの「犯罪を許
さない眼」が大切です。ご協力
をお願いいたします。

９月、10月と立て続けに、空巣の被害が発
生しました。手口は、留守宅を狙って窓のかぎ
を壊しての侵入。高層階でも油断は禁物、窓に
は補助錠をつけましょう。
また、ご近所で声を掛け合うことも大切です。
空巣の犯人は、必ず下見をするといいます。
不審者や不審な車を見かけたら警察へ。

（防犯標語 募集中）
＊

電話

狙ってる 日々の生活 空巣さん
（Ｓ・Ｔ）
＊「こんにちは」 声かけひとつで 守る安全
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

6849-1234

（Ｒ・Ｒ）

(8)
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ふれあいサロン

福祉なんでも相談
窓口

《定例日》 毎月 第３火曜日
《場所》

午前10時～12時

《相談日》毎週火曜日

東町会館

午前10時～12時
《場所》東町会館管理人室

《場所》 東町会館 ２F

《専用電話》 6834-9448

《参加費》100円

《参加費》 100円
０歳から２歳児ぐらいまでのお

ものです。福祉委員会のボランティ

加、楽しい遊びをしたり育児相談

11月3日(火) 12月1日(火)

《メール》

ケーションの場として始められた

所の保育士、保健師さんも随時参

午後１時～３時

《ＦＡＸ》 電話に同じ

子さんをもつお母さんのコミュニ

ア、市の子育て支援課、東丘保育

《定例日》毎月 第１火曜日

higashimachi@yahoo.ne.jp

相談でなくても、話し相手
が欲しい時など、気軽にお
こし下さい。

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、楽しく過ごすひ
と時です。どなたでも自由にご
参加下さい。

を受けています。

お知らせ
千里ふれあいフェスタ
日時： 12月 5日(土）雨天決行
9：30（清掃開始）～
14：30頃まで
会場： 第八中学校
内容： 美化活動・スポーツ大会
フリーマーケット
焼きそば・豚汁
主催： 八中校区地域教育協議会

地域自治モデル地区

グリーンマップ作り

第2回意見交換会

・第2水曜日

理科実験教室
・第３土曜日 午前10時～

科学と遊ぼう

その他イベント

連 協

子ども教室

・第４土曜日 午前10時～

子ども囲碁教室
・第１・第３水曜日

日時： 11月14日（土）
19：15～21：00
場所： 東町会館
テーマ：地域と行政の役割分担
について
主催： 東町自治会連絡協議会
※今回は、前回問題提起された
地域自治活動について、具体的に
検討します。子育て世代から高齢
者までどなたでも自由にご参加下

福 祉

日時：12月12日（土）

◆ 11月22日（日）
◆ 12月27日（日）
各日共 午前９時～10時
東丘小学校体育館前集合

9時～12時
場所：東丘小学校
主催：東丘校区福祉委員会
◆東町の年中行事です。家族でご参加くだ
さい。お手伝いスタッフも募集しています。

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

パパパパ ソソソソ ココココンンンン ココココーーーーナナナナーーーー設設設設置置置置 ◆

毎月 第４日曜日

◆街街街街角角角角広広広広 場場場場 にににに

もちつき大会

どなた でも簡単 にイ ンターネ ッ
トが利 用 できます。初 め ての方 は
「
利 用 の手引」をご覧 くださ い。
わからな いとき は近く のスタ ッフ
ま で。

アダプトロード

さい。

