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10月31日(土)と11月1日(日)に、
東丘小学校体育館で文化祭が開催
されました。総入場者数は約500名
でした。地域の皆様の素晴らしい
力作、アソカ幼稚園、東丘保育所、
東丘小学校の園児・児童の作品、
第八中学校のクラス応援旗など、
会場は力作で埋めつくされました。
展示作品の中に毎日の献立をスケッ
チブックに描いている方がいまし
た。美味しくできたかな？上手に
できたかな？と想像しながら何度
も見せていただきました。
並行して女性防火クラブによる防
災訓練、グランドゴルフ、子ども

(奇数月1日発行)

多彩な力作に、沢山の住民が訪れ
て賑わっていました

イザ と言うときに
会場では女性防火クラブによる防災訓練の研修があ
りました。災害時の避難路についての話、炊出し、
消火訓練、備蓄倉庫の点検も行いました。災害時の
緊急必需品は小学校北門近くの教室に、アルファー
米・毛布・簡易トイレ・生理用品などが保管されて
いて驚くとともに安心しました。

子ども教室

理科実験教室
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科学で遊ぼう
「ちりめんモンスターから宝探し」

｢空を飛ぶ種の秘密｣

11月28日（土）10:00～

11月21日（土）10:00～
植物は一度生えると、自力で移

普段食べているチリメンジャコを

動が出来ない種は、移動方法と

選り分け種類を調べました。タツ

して動物や風の力を利用してい

ノオトシゴ、カニの赤ちゃん｢ゾ

ることを知りました。

エア｣、アジ、タチウオ、などな

「マツ」はマツボックリの中に

どたくさんの小魚の標本が出来上

種があり、晴れた日に風で運ば

がりました。

れるが、雨の日は飛出さないよ

｢クリスマスキャンドルを作る｣
12月12日（土）13:30～

うに萎んでいる。この性質を利
用してペットボトルの中にマツ

カラフルなクリスマス・オリジナ

ボックリを入れて観察しました。

ル・キャンドルを考えながら作る

｢化石を発掘してみよう｣

楽しさを実感しました。

12月19日（土）10:00～

「グリーンマップを完成させよう」

20万年前の地層から化石を見

毎月第二水曜日の14:30から、

つけ出し、地層や化石とは何

東丘小学校の何処に、どんな木が

かを勉強した。全員が化石を

あるかを学校の地図に書き入れて

掘り当て標本を作りました。

います。同時に木の見分け方や性
質等も勉強しています。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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東町探訪
②
を知っていますか

東町近隣センター内の一店舗

街角 もお正月

地域の交流の場。買い物や
散歩のついでに「ちょっとコーヒー」、会議やサー
クルの帰りに一服。小学生も水飲みに。困ったこと
わからないことをきけば、その場のだれかが解決し
てくれます。街角が困った時は、お客さんが助けて
くれます。
◆コーヒー・紅茶・カルピスお気持ち料 100円。
◆日・祝日を除く平日、11時から16時まで開設。

い い え 、 開設時間以
国の「歩いて暮らせる街づくり構想」の
社会実験として、平成12年全国20か所の一
つに選ばれたのが始まりです。
地域住民、商業関係者、学識経験者、行
政職員からなる「調査検討委員会」が結成
され、何度も検討の場を経て、七つの提案
がまとめられました。その中の「近隣セン
ターを生活サービスと交流の拠点にしよう！」
という提案を6ヶ月間の「社会実験」として
実施することになり、近隣センターの空き
店舗を借り、「街角広場」がスタートしま
した。検討委員会、住民の皆さんの協力の
お陰で「社会実験」は大きな反響を得まし
た。
その後、実験の期間が過ぎても利用者か
らの要望も強く、自主運営で再出発の運び
となり、現在に至ります。

外、地域のサークルや団体の会議場所として1回500円
で貸切ＯＫ。ここから「千里グッズの会」や「千里竹
の会」などが誕生（施設内で千里の絵ハガキ・竹炭・
竹酢など販売）。また4月のタケノコ堀、10月の周年
記念行事、12月のしめ縄作りのほか、陶器とりかえ隊、
留学生を招いての土曜ブランチなど、イベントもいろ
いろ楽しみです。
また、産直の共同購入も毎年恒例になっています。

「やりたいなぁ」と思う人ならだれでもＯＫ。現在
東町以外からのスタッフも合わせて10人余り。お弁
当持ちで無償の働きです。スタッフはいつでも募集
中です。一度入ってみませんか？
いろんな人とおしゃべりがで
きて、知り合いが増え元気が
保たれているの。もう私の老
後は大丈夫よ！

心が大きくなった
気がするわ。
身体もついでにっ
て？
お料理のレパート

建て替えに伴い、新しい住民や時代の変化に対応し、誰でもが
立ち寄ってみたい場となるよう、今後も地域活動の拠点として、
街角からいろんなことを発信していきます。東町の「地域資産」
として今後も住民の皆さんの理解と協力が大切です。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

リーが増えたなあ。
刺激が多いから、
脳の活性化、
ばっちり。
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地域自治と豊中市の取り組み

「住んでよかった、これからも住み続けたいまち」に
豊中市では、新千里東町のみなさんにご協力いただきながら、
住みやすい地域づくりのための新しい仕組みを検討しています。

地域自治てなに？

近年、地域の課題やニーズは地域によって違いが出てきています。た
とえば、少子高齢化比率は３倍以上の差があります。これまで豊中市は、
すべての地域に同じ内容で取り組みや支援をしてきました。「それぞれ

の地域で今求められているもの」を一番よく知っているのは、その地域に住んでいるみなさんです。
みなさんが、地域に必要なもの・どの課題に力をいれたいかを話し合い、さまざまな団体が協力し
あって活動し、より「住んでよかった、これからも住み続けたい」と思えるまちづくりをしていくこ
とが「地域自治」だと考えています。 [ここでいう「地域」とは？] その範囲は小学校区程度をイ
メージしたもので日々の生活やコミュニケーションを通じておのずとつくりあげられる人々のつなが
りのことをいいます。必ずしも画一的に行政によって設定されたものではありません。
「地域自治」を進めるためには、自分たちででできること、市でなけれ
ばできないことを話し合い、地域でできることは自分たちで取り組んで
ゆく、市も、これまで以上に地域に関わって実情を知り、地域が活動し
やすいように、これまでのやりかたを変える必要があります。このような観点から、市は「地域自治」
の仕組みと地域に関わり、支援していくための市の仕組みについて今年度から検討をはじめています。

どうすればいいの？

これまでは・・・

これからは・・・

・市が一部の人の意見を聞いて動いたが、必ずしも住民の要望ではなかっ
た・・・
・市の補助金は特定の事業にしか使えず、繰越もできない・・・
・市の縦割りの部局からあれこれたくさんの依頼が来る・・・
・地域で話し合い、力を入れたい活動を自分たちで決められる！
・市は地域が決めたことを尊重し、必要な支援をする！
・地域でもっと使いやすい、無駄の無い補助金になる！
・もっと大事な課題があるだろう！！

新千里東町では、自治会連絡協議会の主催で団体どうしが情報共有で
きる場を定期的に持ち、合同広報紙「ひがしおか」の発行やホームペー
ジの整備など、さまざまな団体がお互いに協力・連携しています。これ
をさらに充実させ、一定の権限を持たせたものがまさに「地域自治」の仕組みだと考えています。
そこで、新千里東町のこれまでの連携の取り組みや考え方などを参考にし、他の地域にとっても使
いやすい仕組みを作り、市内に広めていくために、豊中市と意見交換をしています。
平成22年度中に検討結果をまとめた報告書を作り、それをもとに市の体制を整えて、平成23年度か
ら市内のいくつかの地域で「モデル実施」（試験的な取り組み）をはじめる予定です。
第１回（９月19日）は地域自治を進めるために必要な組織について、
第２回（11月14日）は地域と市の役割分担や市の体制について意見を交換しました。
第３回は、これからの地域の取り組みや、そのための市の支援について意見交換を行う予定です。

なにをするの？

第３回
地域自治モデル地区意見交換会
とき
場所

１月16日（土）19:15～21:00
東町会館 ２階大会議室

意見交換会には、どなたでも自由に参加できま
す。予約は不要です。みなさんにとってより使い
やすい仕組みにするため、住民の自治活動に関心
をお持ちのかた、一言いいたいかたも、ぜひ参加
して協力してください。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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町の美化やボランティア意識の
向上、八中校区の活性化をねらい
として開催され、今年で５回目を
迎えました。当日は、あいにくの
雨のため、清掃活動と午後からの
レクリエーション大会は、やむな
く中止になりました。体育館内の
舞台発表の他、フリーマーケット
や陶芸教室、焼きそば・豚汁コー
ナーなどは八中校舎内に会場を移して予定通り実施され、
大盛況の中、無事終えることができました。

１２月５日（土）

都市機構 の団地祭り

11月8日、都市機構の「団地まつり」は子どもみこしの元気な掛け声で始まりました。住民の手作りみこ
しは、30年近く子どもたちの成長を見守ってきました。「僕のお母さんも小さいころかついだんだって」

東丘小学校の新型イ
インフルエンザについて

共同募金のお礼
新千里東町の皆様から、ご寄
付いただきました赤い羽根共
同募金の合計額は

￥４１２,３０３でした。
ご協力ありがとうございました。

豊中市では、新型インフルエンザ疾患による小中学校の学級休業等は、
12月5日の72学級をピークにやや沈静化しています。本校においては、10
月中旬に1年生の1クラスが学級休業となりました。その後、本校内でも
新型インフルエンザが流行し3年/4年/5年生が休業となりました。10月
末、６年生が、11月初旬には、２年生の1クラスが休業となりました。
現在本校では、学級休業等が出ておりませんが、同じ豊中市の小学校で
は、２学期の終業式のこの時期でも、若干の学級で休業となっておりま
す。そこで、本校では、これからも寒さ厳しい日が続きますので、各家
庭において、これまで以上に「手洗い・うがいの励行」、「マスクの着
用」等の徹底をお願いしているところです。
東丘小学校校長 坂上
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昨年は、平穏な東町にも「空巣ねらい」や「連続不審火」などが
発生し、地域防犯の役割について考えさせられる一年でした。
防犯役員としてというより、まずは自分自身の防犯意識を高めるこ
と、お隣さんとの声かけが大切と改めて感じる新春です。

安まちメールは、ひったくりや、路上強盗、子ど
もに対する声かけ等事案、通り魔などの「犯罪発生
情報」とそれの被害を防止するための「防犯対策情
報」を、警察署からリアルタイムにお知らせする情
情
報 提 供 サー ビ スです。 只今、登録キャンペーン中
です。この機会にぜひ登録してください。
詳細は防犯役員まで。

東 町 の防犯役員杉村芳 子
さ んは、豊中地域 「ひ った
ク リー ン ママさ んパト ロー
ル隊」 の隊 長 でもあ ります。
このたび、大阪 の代表 と
し て依頼され、全 国防犯協
会連合会 の発行す る月刊誌
「
安心な街に」のトップペー
ジ に日頃 の活動が掲載され
ま した。
そ の中 で、 「
振 り込 め詐
欺 に 一番遭 わな い大阪人が、
ひ ったく り には 一番遭 って
いる。 不思議 でならな い」
と、疑 問を投げ かけながら、
「ひ ったく り撲滅 に向 け て
は、何 より狙われな い意識
作 りが大切」と呼び かけら
れ ています。
「
大阪 には ひ ったく りを
す る人が多 いのか、遭 いや
す い人が多 いのか？」やは
り、遭 わな い注意 で汚名 返
上を した いも のですね。
「ひ ったク リー ン ママさ
んパト ロー ル隊」 は、今年
も 「スキな し！」 のオー ラ
を漂わ せ地域 で地道 に活動
を続 け て い
きます。

◆大阪のおばちゃん 負けたらアカンひったくり（Ｒ）
◆本年も 事故のないよう 日の出待つ （Ｓ・Ｔ）

今年１月から豊中でも駐車監視員による活動がスタートします。駅前周辺地
域を重点的に行います。「今、停めたとこや、まけてえな」なんて言っても
ダメ！「ちょっとだけ」の気持ちにご注意。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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人権学習講座ご案内

新聞委員会ＨＰ編集からお知らせ
新しいページの追加
地域自治（新設）・

１月２９日（金）１０時～１１時半
東丘小学校 多目的室
費用 無料
豊中警察署
共催 東丘小学校PTA・東丘公民分館
・人権協
インターネットや携帯電話による子どもたち
の被害が拡大しています。「インターネットを
安心して使わせるには？」「子供に携帯を使わ
せているが心配」「携帯を持たせたいがどう指
導したらよいのか？」などなど、「被害者にな
らない」「加害者にしない」指導方法を、事例
を中心に紹介します。
問合せ
東丘小学校PTA・東丘公民分館
寺村 6782-8930・中西 6832-9024

東丘公民分館

独立したページで、町内団体を
紹介します。
街角レポート（新設）・
町内の身近な出来事を紹介します。
●「街角レポート」と「東町ギャラリー」は、
住民の皆さんに参加いただくページです。
ページ内の投稿案内をご覧の上、お気軽
に投稿ください。

新千里東町のホームページ

http://e-senri.jp

お知らせ
子ども教室

グリーンマップ作り

新春かるた大会
１月３１日(日)
受付 ９時３０分～
実施 午前１０時～１２時
場所 東丘小学校多目的室
どなたでも参加出来ます。
当日会場へお越し下さい。
問合せ 寺村 6782-8930・
上田 6832-8022

第２水曜日
午後２時３０分～

理科実験教室

ファミリーバトミントン

締切 ２月１３（土）街角広場まで
参加者 各自治会・諸団体
(１団体２チームまで）
問合せ 寺村 6782-8930
西中 090-9544-7902

新春交歓会開催
日時 １月１０日(日)
午前 11時～午後２時
場所 東町会館
主催 東町連絡協議会

科学で遊ぼう

(各団体代表)

第４土曜日 午前１０時～

第１・第３水曜日
午後２時～

２月２８日(日)
集合 12時45分 午後１時試合開始
場所 八中体育館

連 協

第３土曜日 午前１０時～

子ども囲碁教室

スポーツ大会

第55号

新千里東町ホームページ

「インターネット・携帯メール
などの犯罪実例から～子どもの
被害などを防ぐために」
日時
場所
講師
主催

(奇数月1日発行)

アダプトロード
清掃日

１月２４日(日)
２月２８日(日)
午前９時～１０時
集合 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

自治会及び地域の団体
代表の方の出席をお願い
します。
出席される自治会・団
体等の方は、事前に東町
会館管理人室に
会費（1,000円/1人）の
納入をお願いします。
（毎週月・水・金）
午前中 管理人が
在室しています。

