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クラブは卓球。初めはへた
だったけど、教えてもらって
ラリー・試合もできるように
なった。 うれしかった。
「友達」って大切だと思う。
（東丘小・ジオメゾン Ｓ）
中学校で過ごした3
年間は、みんなに支
えられたので、この
字にしました。
（豊中八中3年 Ｋ・Ｔ）

たのしか
み ん な ったぁ！
大好き
（

まだ学生で、成
人としての責任や自
覚をあまり感じること
は出来ませんが、歳を重ね
るにつれて、そういうものを
感じられるようになりたいです。

（のがき みく）

（あかしや 高野 甫）
（都市機構 Ｓ）

一月 の寒 い夜、 八年 ぶり

に、 そ し て 四回 目 の母た ち

の同窓会があ りま した。

子ども の中学卒業 から十数 年。

この学年 は いろんな 問題が あ るた

な で問題を解 決 し てき ま した。 そ

び、 役 員が保護者 を集 め て、 みん

し て、 子ども達 が巣立 った後 も、

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

こう や って母たち だ け の同窓会 を

開く ことが でき る のは、 一人 で子

育 てした のではな く、親 の繋 が り

を持 ち、 みんな で 一緒 に子育 てが

できたお陰 と感謝 し て います。

東 町を 離 れ た お 母さ ん か ら は

「
東 町 の公園 で遊 び、 地域 の方が

た の声 かけを いただき、 子育 てが

でき た こと は大きな財産 」 と の嬉

し い声 を聞きます。

今 、 東 町も 子育 て真 っ最 中 の若

い世代が増 え て います。皆 さ んと

の繋 が りを 切らな いで、声 を掛 け

合 って いき ま し ょう。 そ し て、東

町 に来 てよか ったと 思 ってく ださ

る ことを祈 っています。

今 回 の同窓会 の功労者、 Ｓさ ん ・

Ｎさ んたち に感 謝 ！今後 も続 け て

いけ るよう、 また こんな 同窓会 が

あ ち こち で開かれ る ことを期 待 し

て、 巣立 ちゆく 子どもたち と保護

早早早早 田田田田

者 の皆 さ ん に エー ルを送 ります。
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平成22年4月 7日(水)午後1時30分～

平成22年4月 7日(水)午前10時～

《入学式》

《入学式》

平成22年3月12日(金)午前9時30分～

平成22年3月18日(木）午前9時30分～

《卒業式》

《卒 業 式 》

東丘小 6年
（Ｋ・Ｈ）

八中3
年
Ｓ・Ｏ
）

いい春を迎えたいと思い
ます。
高校生になったら、もっ
ともっとたくさんのことに挑戦
したいです。
（豊中八中3年 Ｍ・Ｏ）
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東丘人権講座が開催されました
1月28日（木）午前10時～11時40分
60名のPTAや地元の方が参加して、人権
講座「携帯とインターネットと子ども
達」（講師 大阪府警本部）が開催されました。
事例を交えた、匿名性からくる「チェーンメール・裏
サイト掲示版」の怖さ（いつの間にか加害者に、加害者
を作らなければ被害者は生まれない）「コミュニケーショ
ンサイト」の危険性（会ってもいないのに親近感を持つ
など）の説明の後、「パソコン利用や携帯の充電器は家
族が集まる場所に」「携帯契約時は説明をよく聞き、必
要なもののみ契約を」など家庭での対応策の紹介があり
ました。
ケイタイやパソコンは、子ども達には必ず関わってく
るものです。絶対使わせないのではなく、保護者がお手
本になりながら子ども達が正しく使うように指導するこ
とが保護者の義務であることを改めて確認しました。
主催/東丘小PTA 共催/東丘公民分館･人権協。
講座の詳しい内容は、東丘小PTA新聞に掲載されます。

公民分館
新春カルタ大会

今年も1月31日（日）10：00～12：00
東丘小学校多目的室で開催されました。冷
たい雨の中、待ち切れず9時過ぎに来てく
れた子どももいて総勢30名余で始めました。
残念なことに今年は百人一首をする子ども
さんがいませんでした。
いろはカルタ、なにわカルタ、四字熟語
カルタ、キャラクターカルタ、ことわざカ
ルタ等いろんなカルタを3回戦しました。
最後に優秀者の表彰。思い出と参加賞を手
に解散しました。
1位
2位
3位

低学年の部
なかさわさん
いしこさん
つぼうちさん

子ども教室
★囲碁教室
毎月第一･第三水曜日に3人の師匠に囲碁と将棋を
習っています。だんだん面白くなってきました。
師匠と真剣に対局できるまで頑張ります。
★理科実験教室
1月16日（土） 日光で固まるプラスチックの性
質を利用して自分自身のハンコを作ってみよう。
2月20日（土） スチロールから発泡スチロール
を作リ、成型してみよう。
★科学で遊ぼう
1月23日（土） 静電気で遊ぼう 静電気とは？
2月27日（土） 携帯カイロを作る 鉄が酸化す
る時に熱を出す性質を利用して。
★グリーンマップを完成しよう
1月13日（水） 校門前の校庭の樹を学ぶ。クス
ノキ、花ザクロ、花モモ？とたくさんのキンモクセイ
2月10日（水） 体育館前にはどんな樹があるか、
珍しい菩提樹、化石の樹といわれたメタセコイヤ等
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

中学年の部
岡山さん
野田さん
松本さん/伊藤さん

高学年の部
大森さん
寺澤さん
西山さん
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近況

〝メゾン千里 〞は千里中央駅至近の位置にあ
り、道路をへだて、西に千里阪急百貨店、ライ
フサイエンス、大丸ピーコック等、東には東町
公園があり、環境に恵まれたところです。
昭和45年３月の大阪万博の年から３年間に５
棟が順次完成しました。
〝メゾン千里 〞の特筆すべきところは、日本 間二度の大規模修繕が実施されました。一部の
で初めて大阪ガスのエネルギープラントから、 棟では‘08年６月２回目の大規模修繕が完成、
千里中央地区と同じ地域冷暖房が行われたこと 外壁塗装、サッシ取り換えが行われました。
計画的メンテナンスと大規模改修、管理会社
です。冷水（５℃）と温水（180℃)が冷房、暖
房、給湯用に24時間一年中送られてきています。 の毎日の清掃等で約40年経た現在でも、おおむ
（加藤）
建物完成から40年近くがたちましたが、その ね良好な住環境を確保しています。

地域自治と豊中市の取り組み

長谷池で藻の除去作業

５月になると池の周辺に美しい花菖蒲が見られ
る長谷池。池は自然の状態でこれまで維持されて
きましたが、近年、勢力の強い藻が多量に発生す
るようになり、景観や生物環境にも悪い影響があ
るのではと市でも懸案になっていました。
１月13日 午前９時から住民と豊中市職員合わ
せ約20名が集まり、藻の除去方法の調査も兼ねた
作業を実施、池の一部には氷が張る寒い朝で冷た
い作業でした。
今回は、試験的作業でしたので、池の端の一部
で行いました。この経験を生かし、用具を整えて、
改めて本格的な作業を行うことになります。

豊中市では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。
東町はそのモデル地区として、これまで２
回の意見交換会を豊中市と行ってきました。
第３回は１月16日東町会館にて開催され約
20名の地元住民が参加しました。テーマは、
「これからの地域の取り組みとそのための市
の支援について」でした。
東町では、これまで問題があれば自治会連
絡協議会のなかに「実行委員会」を設けて解
決してきた、この方式でいいのではないか、
との意見がでましたが、めだか学級（放課後
学童保育）や独居老人の問題など連協にはな
じみにくい課題もあり、行政の支援が必要、
などなど多くの意見がでました。
豊中市ではこのような意見を持ち帰り、今
年度報告書をとりまとめ、来年度初めに、更
に意見交換をしたうえで、これからの取り組
みを協議する予定です。
これまでの
経過は「東町
ホームページ」
に詳しく掲載
されています。
http://e-sen
ri.jp

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
③
大 阪府 警通 信指 令室

赤いスイッチ（通報ボタン）を
押すと大阪府警通信指令室の係
員がテレビ電話の画面に出ます。
落ち着いて状況を伝えてください。
上の赤ランプが点灯して、サイ
レンが鳴り他の防犯灯のドームカ
メラも周囲の状況を指令室のテレ

赤ランプ→
サイ レン→

ビ画面に映し出します。

大阪府警通信指令室では
専属の係員が通報があると対応し、同
可動アングル式
← ドームカメラ

時に別の係員がその会話を聞きながら瞬
時にパトカーや各警察に連絡します。

インターホ ーン →
テレビカメ ラ →
テレ ビ電話画面 →

あの赤い
ボタンを押
す
と警察に
連絡
できるよ

東町に「 スーパー 防犯灯」 があるわ け
これまでの活発な地域活動が目にとまり、市、府を通じ警察庁（国）の予
算でモデル設置されました。設置費用はシステムを含めて約１億円、防犯灯
は周辺の１９か所に設置されています。
ドームカメラが24時間作動してアングルを適時移動させながら録画してい
ます。録画は一定期間が過ぎると削除されます。
ドームカメラはプライバシーに配慮して住宅に向くことは無いように調整
されています。また必要な地点は遮蔽板が設置されています。
設置された翌年にひったくり犯が逮捕され、50数件の余罪が判明、新聞で
も大きく報道されました。防犯灯付近での行動が完璧に補足されていました。

「 スーパ ー防 犯灯」 は悪 いこと をし よう とす る人
を 東町に近 付けな い大きな 働きをし 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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東町に住み続けたい、地域活動して知り合いが出来た、機会があれば
地域活動したい
ー東丘校区福祉委員会のアンケートからー
このアンケートは豊中市社会福祉協議会「小地域

５．地域団体（ボランティア）＝地域活動

活性化モデル事業」の一環として実施しました。こ

したことがある
したことがない

こでは地域の中で生活していく人達に、積極的に各
種ボランティアに参加して頂き、それによって地域

４２％
５８％

地域活動の任期を経験したあとの感想

の人のつながりが強くなることを願って企画してい
ます。 東町全戸に配布し、666人からご回答頂きま
した。ご協力厚くお礼申し上げます。

その他
多忙だった

気づかれがした
気づ かれした
楽しかった

１．回答者について（家族の内で地域で過ごす

知人が出来てよ かった
多忙だった

時間の多い方に記入をお願いしました）

楽しかった
不満

男性；３１％ 女性：６９％

その他

知り合いが出来た

年齢 50歳以下：２３％、50～65歳：２４％
65～75歳：３４％、75歳以上：２０％

今まで地域活動しなかった理由

東町に来て 5年以内：２０％、
5～20年：２７％

その他

20年以上：５３％

多 忙 で あっ たか ら
仕事が忙しかった

２．東町に親しい友達がいるか
いる：６３％、

地 域 の 人 と つ きあい

いない：３７％

た くな いか ら
つきあいが苦手

機会がなかったから

親しい友達について

その他

（対象；いる人、重複回答可）

機会がなかった

家族の名前を知っている（７６％）、よく長話す
る（７２％）、買い物など依頼（２０％）、

家に

寄せてもらう事もある（５９％）

３．東町に永住したいか
永住希望が85％を占めた。

移住を考える

わからない

永住したい
し たくな い
わ か らな い

永住したい

４．地域行事への参加
次の地域行事へ参加した人の回答者全体に対
する割合は以下のとおり。体育祭(50%）,夏祭
り(74%),文化祭(49%）,餅つき大会（29%）,敬
老の集い(46%), アダプト道路清掃(28%),八中
フェスタ(19%)、ふれあいサロン(15%）
（一人2回以上の参加は２に数えました。）
左のイラストは豊中市社会福祉協議会
のマスコットキャラクター「ボラン」
ちゃんです。ご愛顧ください。

６．その他
回答者で近郊（東町、豊中市内、北摂）に親
類のいる人は５３％あり、回答された皆さんの
生活がこの町に根付いている様子でした。
地域活動した回答者（全回答者の４３％）が
関わった団体は、自治会７０％、ＰＴＡ２１％、
公民分館２１％地域防犯１４％、老人会１１％
などでした。（一人で複数の団体に関わった人
が多いので合計は１００％以上となります）
地域活動して、知り合いが増えてよかったと
された人が57％あり楽しかったとされた方も25
％ありました。
地域活動を出来る時期にして、得られた多く
の知人と末永く東町での生活を楽しんで下さい。
地域団体の役員をしなかったのは、「機会が
無かった」が最も多い回答でした。これは自治
会の多くが住宅の番号順に機械的に理事を決め、
その理事の中から、抽選で役員を選んでいる習
慣によるものと思われます。
豊中市社協のホームページアドレスは http://
toyonaka-koukuhukusi.org/kouku/higashioka/
index.html
アクセスお待ちしています。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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７.福祉ボランティアへの参加希望
一つの課題に20人以上の希望があったものは次
のようなものでした。
給配食の準備,ふれあいサロン，世代間交流の地
域清掃と本読み，'夏祭り'の古本回収と設営、防
犯委員会の夜警、子どもの見守り。
児童にふれるようなボランティアに人気があり

(奇数月1日発行)

第56号 (7）

小地域活性化アンケート調査
ご協力ありがとうございました
「小地域活性化モデル事業アンケート調査は左記の
様に集計結果がでましたのでご報告いたします。
此度のアンケート調査実施には、ご回答をお寄

ました。記名された方は、新年度にボランティア
会議に参加して頂き相談したいと思います。記名

せ下さった皆様、お世話を下さった自治会役員及

されなかった希望者は、今後公募などの機会に参
加して頂きます。
例えば給配食準備については、現在の協力者の
多くがが高齢化しているので、希望者があった事

紙上ながら、厚くお礼申し上げます。

を大変喜んでおります。

び管理人様、この事業に関わって下さった皆様に

お寄せいただいたアンケートの結果を集計し、
3月15日に豊中市社会福祉協議会全体会で発表報告
をいたします。また、当校区福祉委員会の資料と

８.ボランティアについての主なご意見
今忙しい：○現在子育て中、子育てに余裕が出来
たら協力したい。○今仕事で一杯、退職したら、
地域の自然保護活動したい。
（このような方の将来に期待してこのアンケート
をしました。）

東 町 に 永 住 出 来 な い ： ○希望するが、ペットを
飼いたいので移住を考えている。（集合住宅の東
町の課題です。）

ボランティアの内容
○長続きさせるには自分の出来るときに出来る事
をするのがよい。時間をきめた一斉清掃など考え
物。○幼児を預けて仕事するのにファミリーサポー
ト（有償ボランティア）を利用したいが、地域に
登録者が少なく困っている。

人のつながり

して事業活動にも反映させていただき、事業の更
なる充実を図っていきたいと思っています。

賛助会員会費について
なんらかのご都合で納付の遅れた方は、下記の
要領で、3月25日まで受付けしています。
この機会に是非、ご協力下さいます様お願い申
し上げます
会費を入れた封筒を管理人室入口の右横
窓にあるポストに入れてください。

安否確認実施訓練報告とお礼
[平成22年2月21日(日)午後1時～ 於:東丘小学校]
安否確認実施訓練は晴天の下、円滑に実施され

○古くからいる人達に新住民が入りこみにくい。
例えば「夏祭り」の準備で説明がないまま取り掛

ました。事業目的は、豊中市の要綱に沿って、災

かるから、新人はどうしてよいかわからない。そ
れで非難されたりする。○専業主婦のガードが固

安否確認事業を迅速に実施することにあります。

害時に在宅の重度障害者や要援護高齢者などへの

９.おわりに

対象者は概ね65歳以上で災害時に自力避難が困
難な人で、予め市の危機管理室へ届出をしている
方です。
新千里東町の今年度対象者は194名です。此度の

今回のアンケートによって、回答者の多くがボラ

実施対象者は事前に不在届のあった方をのぞき、

ンティアに、大きな関心と熱意を持っている事が
わかり勇気づけられました。

総数191名、この内、確認できた方159人、未確認

くて、仕事を持つ主婦は中に入って行けない。

アン ケート の配 布、 回収、 集計 にご 協力 頂い た
各自治会の役員の皆さんにお礼申し上げます。
東丘校区福祉委員会

は32人でした。一方、協力者登録数は94人で此度
の参加は84人でした。多くの方のボランティアを
いただき、ありがとうございました。
[実施機関]東丘校区福祉委員会/民生・児童委員協議会

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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子育てサロン
つくしんぼ

(奇数月1日発行)

ふれあいサロン

福祉なんでも相談
窓口

《定例日》毎月 第１火曜日

《定例日》 毎月 第３火曜日

午後１時～３時

《相談日》毎週火曜日

午前10時～12時
３月１６日（火）４月２０日（火）
《場所》

第56号

東町会館

《参加費》 100円

３月２日(火) ４月６日(火)

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

《ＦＡＸ》 電話に同じ

０歳から２歳児ぐらいまでのお

おしゃべりをしたり、手芸

《メール》

子さんをもつお母さんの語らいの

を楽しんだり、歌ったり、な

higashimachi@yahoo.ne.jp

場として始められました。福祉委

ど地域の皆さんと、楽しく過

相談でなくても、話し相手が

員会のボランティア、市の子育て

ごすひと時です。

欲しい時など、気軽におこし

支援課、東丘保育所の保育士、保

どなたでも自由にご参加下

下さい。

健師さんも随時参加、楽しい遊び

さい。

をしたり育児相談を受けています。

お知らせ
子ども教室
グリーンマップ作り
・
第2水曜日
午後２時３０分～

理科実験教室

◆女性防火クラブ研修

バトミントン

テーマ

日時：３月２５日（木）～２６日
２９・３０・３１（５日間）
午後１時３０分～３時３０分
場所：東丘小学校体育館

日時 ３月６日（土）
午前１０時～１１時３０分
場所 東町会館

「今すぐできる
家庭の防火」

・第３土曜日 午前10時～

外国の人と遊ぼう

科学と遊ぼう
・第４土曜日 午前10時～

子ども囲碁教室
第１第３水曜日
午後２時～

日時：３月２４日（水）
午後２時～３時３０分
「中央アジアの大都市・資源大国
カザフスタン共和国」
講師：ターニャさん

◆交通安全

キャンペーン
日時 ４月４日（日）
午後１時～
場所 セルシー広場

アダプトロード
毎月 第４日曜日
◆ ３月2８日（日）
◆ ４月2５日（日）
各日共 午前９時～10時
集合場所
東丘小学校体育館前

◆道
道路美化活動

日時 ３月７日（日）午前１０時～１時
集合場所 千里体育館前
作業場所 府道吹田箕面線
内容
遊歩道及び緑地帯の清掃
解散場所 樫の木公園
清掃用具は準備してあります。当日は清掃できる服装でおいでください。

新千里東町ホームページ http://e-senri.jp
◆（街角レポート）◆（東町ギャラリー）は、住民参加のページです

ページ内の投稿案内をご覧の上、気軽にご投稿ください
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

