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東丘住宅は、９月建替えによる解体工事が始まります。
そして、平成25年1月には246世帯の新しい住区の誕生で
す。引っ越された皆さんが、元気にまたこの地にお帰り
になることを楽しみにしております。

《敬老の集い》
9月18日(土) 12時45分～午後3時
今年は
第八中学校です。
（詳しくは案内をご覧ください）
新聞「ひがしおか」へのご意見・投稿は、「ひがしまち街角広場」の投書箱にお寄せ下さい
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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東丘校区敬老の集い

こどもの叫び声を聞いたら？

9月18日(土) 12：45～15：00

子育て支援ネットワーク会議から

豊中第八中学校体育館
今年の
会場は第八
中学校
だよ

7月20日 12時から東町会館で、校区福祉委員、
民生児童委員、幼稚園、保育所、子育て支援関係
者、など十数人が集まり、地域支援保育士・田中
祝子さんの司会で開催されました。
その席上で次のような発言がありました。
夜間に子供の泣き声が聞こえることがある。

ママごめんなさい。おうちに入れて！
以前は何処のうちの子かすぐにわかり、心配し
なくてもよいと判断出来る場合が多かったのです
が、今の高層マンションでは、人のつながりが少
なく、どの家かもわからず、どうしてよいかわか
らない・・・・という内容です。
司会の田中さんは「そのような場合、まず通報
して下さい」と答えられました。
連絡先は次の何れかです。
○月～金
午前9時～午後5時15分
こども家庭相談室 ６８５２－８４４８
あるいは東丘保育所に直接相談に行く
○上記以外の時間と土日・休日
大阪府夜間休日虐待通告専用電話
０７２－２９５－８７３７
○常時 大阪府警チャイルド・レスキュー110番
６９４３－７０７６
参考までに、8月3日付の朝日新聞の児童虐待
関連の記事には、「通報をためらう気持ちはわか
るが、あえて通報して欲しい。何処の家かわから
なくてもよい。判断は専門家がする。通報者が責
任を感じる必要はない。」とありました。

会場に土足でははいれません。裸足で結構で
すが、上履きを用意される方はスリッパよりも
靴下のほうがすべらず安全です。
八中校内には、西門、東門どちらからも入場
出来ます。

車でのご来場はご遠慮下さい。
車の入場は校区外からの来賓と、運営のため
の荷物運搬などに限ります。警備案内係の指
示に従って下さい

若い方を含めて多数のご来場を
お待ちしております
給食対象高齢者のための
夏の二つの昼食会
今年も夏の昼食会が、2回東町会館で行わ
れました。7月16日は昨年に続いての手作り
カレーパーティ。連日の猛暑にもかかわらず
たくさんの方が参加されました。普段みなさ
んは一人ではカレーを作らず、レトルトで済
ませることが多いので、美味しいと大好評。
コーヒー、紅茶のサービスもあり、話に花が
咲き、和やかに過ごしました。

7月30日は例年好評の「そうめんとちらし寿司」
で した。 この日 は食
後 に、夜 間自宅 でお
こ る高齢 者熱中 症に

ように報じら
れる話題のな
かで、皆さん
それぞれに対

つ いて、 高野福 祉委
員 から話 題提供 され

策があり、活
発な議論で午

ま した。 夜も充 分に
水分をとること、エアコンなどをうまく利用する
ことなどを勧められました。新聞、ＴＶで連日の

後の時間を過ごしました。両日とも40人近い方が
参加され、お元気な高齢者さんに給食ボランティ
ア一同元気を頂きました。
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は6月のこの日に実施しました。

でプレーをしましたが、大人に

梅雨空の下、50名以上の方た
ちが体育館に集り、12チームが3
コートで熱戦に次ぐ熱戦を繰り
広げました。ファミリーバドミ

交じり勝負の厳しさを学んだ一
幕も・・・ほめることでどんど
ん上達していく子どもたち・・・
ここ東丘からスーパースターが

ントンの名のごとく一丸となっ
てプレーする家族。「パパがん
ばれ～ ！ ママがんばれ～ ！ 」と
必死の声援が飛び交います。皆

生まれるかもしれません。
最後の決勝戦、兄弟対決は兄

さん汗びっしょりになりながら
も体育館に掛け声・笑い声が起

が混じり合ったスポーツ大会に
なりました。誰も怪我すること

こり、ほほえましい光景が多く
見られました。自治会・各種団

なく笑顔で終われたことが良かっ
たです。次回もたくさんの参加

毎年2月に行っていましたが、
自治会の体育委員の方とのコミュ

体も、ファミリーの結束力には
勝てなかったようです。

をお待ちします。今回参加され
た皆さま本当にお疲れさまでし

ニケーションを図るため、今年

小さい子たちは小さい子たち

公民分館

6月27日 八中体育館で分館恒
例のファミリーバドミントン大
会が開催されました。

チームの勝利で終わりました。
地域ならではのいろんな年齢

た。

えながら作りました。飛んで飛
子ども囲碁教室
んで、ローレルコートも飛び超
9月は1日から始めます。参加
えて・・・何処までいくの・・・ 者が増えて部屋が手狭に・・・
暑い夏休み中も子どもたちは、 飛びすぎてお詫びに伺ったりの
土と親しむ
楽しい子ども教室で元気にすご うれしい悲鳴も聞こえました。
7月･8月は暑さもあり、水遣り
しました。
も夕方が適当と午後4時からの開
飛ん だ後のこ とも考
理科実験教室
えて水ロケット作り 催でした。ゴーヤは苗3株を育て、
収穫がありました。ハツカダイ
7月17日 花火を作ろう
火薬について学び、花火つく
コンはかわいらしく育ち、参加
りに挑戦しました。
者で分け合いました。

子ども教室

8月20日 水蒸気の威力

宿泊カレーパーティin東丘

ポップコーンは水蒸気の力で
はじけます。スイートコーンと
ポップコーンの違いは？。自分
で作ったポップコーンをたべま
した。おいしかった。
8月28日 ドライアイスで遊ぶ
7月23日 100m飛ぶ水ロケット
ドライアイスは扱いを間違える
参加希望者が多く定員を50名 と危険です。固体が気体になる
（通常30名）に増やしましたが、 と体積が増える性質を利用して
それでも希望者全員収容はかな 爆発させたり、シャーベットを
いませんでした。教室では、作 作ったり、炭酸ガスの利用など
る工程から飛んだ後のことを考 いろいろ勉強しました。

科学で遊ぼう

7月23日 朝からテント張り、
午後から低学年も集合してカレー
つくり、健育と「子ども教室畑」
で収穫したタマネギ、ジャガイ
モも材料に加えてカレー作り。
出来あがるまでゲームとプール
で遊びました。夕食はもちろん
美味しく出来たカレー。
夕闇とともにキャンプファイ
ヤーと肝試し。テントでの楽し
い夜。朝はラジオ体操、プール
で遊び今年も無事終わりました。

コミュニティルームのサークル紹介（5月号に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。）

千里書道

小学生を対象に募集しています。
活動日 第１、２、４土曜日
費用
入会時 1000円(紙代として) 月2000円
問合せ 古賀 Tel ６８３１－５３７１

つぎはぎの会

（パッチワーク）
おしゃべりしながら楽しく作っています。
費用
一回 1000円

問合せ 上田 Tel ６８３２－８０２２
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夏

連日、全国各地で熱中症の記事が報道されて
いますが、東町の夏祭りもこれまでにない猛暑
の中にもかかわらず、参加された皆さんの熱気
も加わり大いに盛上がった夏祭りでした。
定刻５時から恒例の打ち水とマジック
のオープンイベント。続いて軽快なジャ
ズ演奏・リズミカルで勇壮なエーサー踊
りと八鼓の和太鼓に誘われ、続々と
集まった参加者は年々若返って
約5,000人。二世三世・新入居者
にとってはここが新しい故郷。

私たちの

(奇数月1日発行)

ふるさと

祭
り

盆 踊り

大会

↑ 祭の打ち 水エコ作
戦は大阪府池田土木の
協力で今年 5年目。爽
やかな祭の一時でした。
↓ 娘の介助 で賑わう
夏祭を楽しむお婆さん。
今年白寿を迎えられた。
↑ 屋外で涼風とともに聞くアクアのjAZZ演奏。秋も近い。
↓ 猛暑を打払う八鼓の和太鼓。熱演から若い活力を貰う。

東
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子供たちを夢中にさせる手作りゲームは8コー
ナー、東町自慢のＢ級グルメ17コーナー。全
て東町で活躍する自治会・各種27団体のオ
ヤジやママさん、元気なエルダーの心意気
で支えられている。
満月の下で艶やかに踊る千里音頭、河内
音頭も夏祭の花。夏の思い出を作る盆踊り、
復活から定着へと新しい世代に浸透する日
も近いようです。
年々賑わいを増す、東町夏祭り・盆踊り
実行委員会の皆さんご苦労さまでした。

日
1
2
8月

徐々に親しまれてきた「千里音頭」は新千里東町祭の民謡かも。
↑ 会場で使う飲食券と遊戯券25種類を発券。メニュー短冊がスケールを物語る。
↓ コンビニも負けるおにぎり8種400個を完売？、八中地域教育協議会のパワー。
↑ 盆踊りに欠かせない。艶やかな浴衣姿で踊る
「千里音頭盛り上げ隊」と千里民謡「彩竹会」。

保育所が母体の「東会」はエーサーを披露

夏祭り・盆踊り大会に
ご協賛頂きました企業さま
ありがとうございました。

↑ 祭を 楽しむ 若いご
夫婦と二人を合せたキュー
ピット。生後二ヶ月の
ベビーは会場で最年少?

↑ 夏祭りでいつも人気の古本コーナー。皆様か
ら提供頂いた本は、児童向け \10.大人向け \20.
で販売。売上げ金は \36,410.になりました。
甦ってきた夕涼み風景。屋台や出店・食欲 必要経費を除いた金額を福祉と人権の活動に利用
をそそる匂い、景品やオマケに夢が させていただきます。ご協力頂きありがとうござ
いました
膨らむ。祭の風物詩が一杯。

池田泉州銀行
大阪高速鉄道
北大阪急行電鉄
京阪互助センター千里営業所
サンエー
新橋企画
十三信用金庫 千里中央支店
せんちゅうぱる専門店会
千里阪急百貨店
千里阪急ホテル
阪急阪神ビルマネジメント
セルシービル
阪食 阪急オアシス千里中央
ピーコックストア
よみうり文化センター
(敬称略)
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↑大阪ガールスカウト61団のリーダーやスカ
ウト達は、今年も会場のゴミを分別収集。

東町夏祭り･盆踊り大会の運
営企画、出店にはどなたでも
参加できます。来年に向けてグルー
プで夏祭りを盛り上げてはいかが
でしょうか。詳しくは祭り実行委
員会にお尋ね下さい。

セルシー納涼祭
8月14(土) 15(日)

セルシー納涼祭にて、千里音頭が披露され
ました。準備してきた東町の有志「盛り上げ
隊」の皆さんが中心となり、セルシー広場の
櫓を囲み大きく盛り上がりました。途中で、
千里ニュータウン20周年を記念して創られた、
千里音頭の指導もあり、初めての方も踊りに
加わり、その輪が大きく広がりました。
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東町探訪
⑥

つれて行く 寝山も知らぬ
白鳥のさきの世も うき身の契り哉
藤原行家 （夫木和歌抄より）
ふぼくわかしょう

平安時代
に詠まれた
この和歌の

通で千里中央地区は近代的なビルがひしめく北大
阪の新都心となり、丘陵の原風景は殆ど失われま
した。このモニュメントはその千里丘陵の歴史を

「寝山」と
は、北摂山

顕彰する目的で平成４年に設置されたものです。
すべての形は、丸、三角、四角でできているこ

地と淀川低
地の間に半

とから、丸で平和と愛、三角で飛躍、四角で安定
と誠実を表現しています。

円型に広が
る千里丘陵
を「虎伏す
ライフサイエンスビル北向かい
寝山」にた
とえて詠ま
れたものだそうです。豊中地域に人々が住みつい
たのは旧石器時代からで、千里川を挟む桜井谷周
辺には５～８世紀にかけて須恵器を生産していた
桜井谷古窯跡群があります。近世までは雑木林や
竹林の中に農村が点在する田園地帯でした。千里
丘陵が変容したのは昭和30年代後半からで、千里
ニュータウンの造成と大阪万博の開催（昭和45年）
を機に大がかりな開発が進み、新御堂筋線、中国
自動車道、北大阪急行、大阪モノレールなどの開

今日では正に千里タワーマンションに圧倒され
この等身大の彫刻に気づく人も少ないのではない
でしょうか。
作者は三枝惣太郎で、フジサンケイグループ
「街角の再発見 大阪モニュメント計画」により
関西電力から大阪府に寄贈されています。
「大阪モニュメント計画」の事業は既に終了して
いますが、昭和62年6月から平成6年3月までの間に
大阪府下の86カ所に設置されました。岡町や池田
で同じような顕彰碑を見かけた方も居られるので
はないかと思います。 顕彰碑にはその場所の歴史、
由来が刻まれています。この文の大半も顕彰碑に
刻まれた文から引用させてもらいました。
調査 森岡
文責・写真 栁原

東丘小学校からの依頼

東丘コミュニティルーム運営委員会

東丘小学校から地域の皆さんへ、以下の2点のお願いがありました。
ご多用中恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。

１．東丘小学校校庭の除草作業
例年夏に皆様のご協力を得て行ってきました

２．緑のたすき着用のお願い
（児童の在校時間帯）

校庭の除草作業を以下の通り行います。
日時 ： 9月6日(月) 午前8時30分から約1時間

学校来校時、地域の大人の方は緑のたすきを
着用してください。緑のたすきがない場合には、

集合場所 ： 東丘小学校校庭
用具は学校にありますので、作業のできる服
装でご協力ください。

校門の受付簿に氏名・住所を記入してください。
なお、児童が在校しない時間帯にも、できる
だけ緑のたすきを着用してください。
以上

アダプトロード清掃

9月19日 第３日曜日（26日は東丘小学校が運動会のため）
10月24日 第４日曜日 集合：両日共東丘小校庭９時より約１時間
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防犯の夏の活動は、例年の合同パトロールに東丘保育所・
東町夏祭りの警備と、皆さんの安全を守る大切な役目。いつ
もながら地味な活動ですが、今年も、無事終了後にじわ～と
わいてくる満足感と、協力いただいた皆様に感謝の晩夏です。

大人の人から
声をかけても

東町っ
て結 構
安
らって嬉しかっ
全な街だ
なっ
い散
た。（小学生） て 感 じ
ち ょう どい
た。
た。
（小学
歩距離でし
生)
き
りに大
久しぶ
気
出して
い声を
。
った
持ちよ か

夜になっても涼しくならない連日の暑さの中、
今年も3回にわたって地域の防犯委員を中心に夜の
パトロールが行われました。東丘小学校、第八中
学校の先生方、そして、千里中央交番からも応援
をいただき、約50名が3班に分かれて行いました。
「火の用心・戸締り用心」の声は、皆さんのお家
まで届きましたでしょうか？
子ども連れやご夫婦での参加もあり、和気
に「 火
、 夕方
頃
の
子
あいあいと楽しみながらのパトロールでした。 子ども
回 るの が
これからも役員を中心に毎週金曜日、
午後９時からパトロールを行います。
いつでもご参加ください。

心」と
の用 ～
。「 ご
事で した
仕
の
が
ども
の返事
～ん」
さ
う
ろ
く
・ ・・・
嬉しくて

近頃隣の物音がしないし、新聞がたまっ
ているけど、どうしたんだろう？気に
なるけど、おせっかいかしら？
◆一人住まいのお年寄りの多い東町ではありうる
出来事です。おかしいなと思ったら、おせっかいと
思わず、自治会役員や民生委員と連絡を取り通報し
てください。普段からの近所づきあいが大切です。
落し物をしたので、交番に行ったけど
交番には誰もいません。どうしよう？
◆誰もいなくても中に電話があります。
説明書きを見れば、電話の仕方がわかりますので、

常に先進的な東町、「緑のたすきで防犯
活動を」との声があがり皆さんに呼びかけ
ることになりました。
これまでから、東丘小学校に入る時、防
犯上保護者はピンク、地域活動者は緑のた
すきをかけて入ることになっていますが、
学校内だけでなく、買い物時や散歩時にも
緑のたすきをかけて歩くことで、防犯意識
の高い地域であることをアピールし、犯
罪抑止につなげようとの
試みです。
私達に出来る防犯活動、
みんなでやればこわくない！
みんなでやれば百人力！

電話すれば対応していただけます。
「豊中署の○○です。口座から現金が
引き出されています」等の電話がかかっ
てきた。

犯罪を許さない
みんなの目 カメラの目、
新たに防犯ビデオカメラ

◆最近、豊中でこの種の振り込め詐欺事件が２件
発生しています。迷わず110番に電話をしてください。

が千里中央駅付近に
設置されました。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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ひ が し お か

2010(平成22)年9月1日(水)

(奇数月1日発行)

ふれあいサロン

子育てサロン
つくしんぼ

第１火曜日午後1時～3時
第３火曜日午前10時～12時
9月7日
10月5日
9月21日 10月19日
会費 100円
会費 100円
若い人も時間のある方は参
幼児を遊ばせながら、保護者
加して下さい。お話し相手を
どうしが交流する場です。
見つけて楽しくすごします。
支援保育士さんと個人的な相
談もできます。
場所はいずれも東町会館です

公民分館秋の講座「初めてのインターネット」

福祉なんでも相談
毎週火曜日午前10時～12時
場所 東町会館管理人室
専用電話 6 8 3 4 - 9 4 4 8
メールアドレス
higashiokasodan@gmail.com
相談でなくても、お話相手が
欲しい時などに気軽においでく
ださい。

子 ど も 教 室

インターネットの便利さを知り、安心して利用
してもらうための講座です。（マウスやキーボー
ドの使い方から始めます）パソコンを使ったこと

理科実験教室

がない方や初心者の方が対象です。
１．開催コースと開催日（6日コース）
Ａコース(各土曜日)10月2日・9日・23日・30日、
11月6日・13日
Ｂコース(各水曜日)9月29日、
10月6日・20日・27日、
11月10日・17日
Ａ、Ｂ、いずれかのコースを受講できます。
２．講習時間：午前9時30分～12時
３．場所:千里公民館第４講座室
４．費用：1,000円（テキスト代）
５．定員：各コース共 20名
６．＜受付＞ Ａコース 9月18日(土)
Ｂコース 9月15日(水)
時間：午前9時30分から千里公民館第４講座室

科学で遊ぼう

にて。受付時に教材費をお支払いください。
（応募者多数の場合には抽選となります）

東丘ふれあい運動会のご案内
第42回東丘ふれあい運動会が、平成22年10月3日

第59号

第３土曜日 午前10時～
9月はお休み
10月16日
午前10時～
9月18日(第３土) 10月23日（第
第４土）

子ども囲碁教室
第１・第３水曜日午後2時～
9月1日 9月15日 10月6日 10月20日

グリーンマップを完成させよう
第２水曜日 午後2時30分～
9月8日 10月13日

土に親しむ
第４水曜日 午後2時30～
9月22日 10月27日

外国の人と遊ぼう
第５水曜日 午後2時～
9月29日 10月はお休み

ひがしまち街角広場9周年記念
ひがしまち街角広場は10年目に入りました

(日)午前9時から東丘小学校校庭にて開催されます。
今年は、体育館の耐震工事のため雨天の場合は

日時：10月10日(日) 午前11時から
内容：街角広場とは・・・思い出ビデオなど

中止です。今年も盛りだくさんのプログラムです。
地域（自治会）対抗競技や小学生対抗リレー、東
町カントリーレース、諸団体対抗競技などありま

大阪大学・千里グッズの会展示
兵庫県家島の魚の試食など
参加費：前売り券・100円(当日券・300円)

すので、みなさん ふるってご参加ください。
詳細が決まり次第、改めてご案内します。

前売り開始：10月1日(金)
ひがしまち街角広場にて

アンケート回答のお礼 東町広報紙「ひがしおか」に皆様から多大のご支
援を頂き厚くお礼申し上げます。より良い広報紙とするため、この度、300名の
日時：11月6日(土) 7日(日)
方にランダムにアンケートをお願いしました。回答をお寄せ頂いた方々には厚
くお礼申し上げます。東町の地域活動がもっと充実するとともに、その活動を
場所：東丘小学校体育館
タイミングよく知らせて欲しいという声が寄せられました。頂いたご意見をき
詳細が決まり次第ご案内します。 ちんと受けとめ、これからの紙面の改善に努力してまいります。
新聞委員会
文化祭のお知らせ

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

