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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

清楚な香り・優雅な梅の花は、春を告

げる｢花木の王者｣と呼ばれ、万葉の時代から親しまれ、

江戸時代には300種類をも数えたと言われてきた。

その姿を東町で見ることができる。こぼれび絵画ク

ラブ講師の免田さんは毎年、その可憐な梅と東町の風

景を透明水彩画で描き続けている。今年はいつ花が咲

くのだろうか。東町公園一帯では、ここに暮らす様々

な人の力で新しい活力を集めて、四季を通し自然にふ

れる楽しい憩の場つくりに励んでいる。
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

～広げよう 地域に根差した 思いやり～

賛助会員・会費のお願い
豊中市社会福祉協議会・東丘校区福祉委員会市社協シンボル

ぼらんチャン

市社協シンボル

ぼらんチャン

校区福祉委員会はこんな活動をしています！
◇子育てサロン、ふれあいサロン、ふれあい給食サービ

ス、配食サービス、世代間交流事業(昔あそびなど）

◇餅つき大会 ◇ひとり暮らし老人、その他高齢者の会

への支援 ◇敬老の集い ◇青少年福祉活動(子供の

安心・安全見守り活動) ◇災害時の安否確認事業 ◇

福祉なんでも相談 ◇校区広報誌の発行(４団体合同

編集「ひがしおか」新聞、「東町ホームページ」など）。

何故、賛助会員・会費が必要なの？
左に挙げた校区福祉委員会の活動は、皆さんの

自由なご意思によって納付頂く賛助会費で運営さ

れています。この点が一律会費徴収によって運営

される自治会その他の地域団体と異っています。

校区福祉委員会の属する社会福祉協議会は、

税法などの理由もあってこのような会員制をとって

いますが、福祉サービスの対象は会員だけでなく、

あくまでも校区の居住者全員です。

思思思思いいいい出出出出作作作作りりりり 餅餅餅餅つつつつきききき大大大大会会会会
12月11日（土）東丘小学校で

恒例の餅つき大会が開催されま

した。東丘小と周りの小学校の児

童、幼児、先生方、校長先生、

教頭先生、ＰＴＡ、ダディーズの

皆さんなど総勢約800名が参加

して、75.6㌔（27臼分）の餅米を

３組の釜・せいろ・石臼で蒸して、

こねて、ついて、丸めて、食べ

ました。

餅つき体験した小学生一言

「(杵が)重かった!」。青年「餅

から杵がはがれなかった」。

師走の先生(女性)、質問に

「何回ついたか数えられない！」

（記者の目算では軽く300回以上）。校長先生も餅つき

のトリを飾られました。 から

み餅をほおばったお母さん

「つきたてはやっぱりちゃう！」。

石臼を運んで、餅をぺったん

こついて、また石臼を片づけ

た力仕事で協力頂いたダディー

ズさん「来年もよろしくお願い

しま～す！！！！」」」」。小学生が、地域とのつながりの中で、餅つ

き風景が思い出になったようです。10年後も、20年後も

続けて行きたいネ！！！！

昔昔昔昔ああああそそそそびびびびとととと大大大大根根根根パパパパーーーーテテテティィィィ（（（（世世世世代代代代間間間間交交交交流流流流））））
12月22日（水）午前中、

東丘小２年生85人、東町

の３つの老人会から昔あそ

びの名人約20人、福祉ボ

ランティア約20人が、例年

のように小学校の多目的

室に集合。２年生は７班

に分かれてカルタ、ぼうず

めくり、おてだま、工作（紙

のこまづくり）、けんだま、

コマまわし、まとあてを順

繰りに楽しみました。中に

は、老名人たちに劣らぬ腕の持ち主がいてまわりをう

ならせる場面もありました。

その後全員ランチルーム

に移り、大根パーティを楽

しみました。福祉ボランティ

アとお母さんたちが小学校

の畑で獲れた大根をごぼう

天、たまごなどと一緒に、

前日から炊いたおでんは、すばらしく美味しく、お代りが

出来ないのが残念でした。小学生と地域の大人たちと

の会話もはずみ、最後に２年生の元気あふれる歌声

をプレゼントされて、大人達は大感激！！！！

[入入入入会会会会方方方方法法法法] 2月1～28日の間に自治会で手続き下さい。

[賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費] それぞれ１口以上の会費をお願いします。

◇賛賛賛賛助助助助会会会会員員員員(個人、世帯) １口 ５００円

◇特特特特別別別別賛賛賛賛助助助助会会会会員員員員(法人、事務所等) １口 ５,０００円

皆さんから頂く賛助会費は、校区福祉委員会の活動

に55％、豊中市社会福祉協議会全体の活動に45％と

振り分け、大切に使わせて頂きます。既にご協力頂いて

いる皆様、新たに入会される皆様に感謝、感謝！！！！



2011(平成23)年1月1日(土) ひひひひ がががが しししし おおおお かかかか (奇数月1日発行) 第61号 (3)

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

耐耐耐耐震震震震工工工工事事事事をををを終終終終ええええ

たたたた東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校体体体体

育育育育館館館館でででで文文文文化化化化祭祭祭祭がががが

開開開開催催催催さささされれれれままままししししたたたた

活け花、手芸品の展示。東丘小、

東丘保育所、アソカ幼稚園児の絵画

が約450点。地区サークルからの絵画

と写真が約30点の展示。第八中学校

のクラス応援旗6点。各自治会や地区

諸団体の手芸作品、絵画、竹細工、

書道作品など数多く展示。子ども教

室のパネルや作品もテーブルに並び

ました。館内の作

品は力作揃いでし

た。2日目は校庭

でグランドゴルフ、

館内では子ども教

室による万華鏡作りもあり楽しい開

催で来場者は約450名でした。主催は

東丘公民分館。東町の学校、諸団体、

各サークルとの連携で文化活動の発

表の場です。ご協力の各学校関係者

や自治会、地区諸団体、ダディーズ

の方々に会場設営のお手伝いを頂き

ありがとうございました。

ググググリリリリーーーーンンンンママママッッッッププププをををを完完完完成成成成ささささせせせせよよよようううう

12月8日（水）いよいよ前庭の

グリーンマップが完成に近づき

ました。子ども達が木の絵を描

き、それを前庭の地図に貼り付

けていきます。少しずつ出来上

がってくる地図を目を輝かして

完成に向けて頑張っています。

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう

12月11日（土）「クリスマス

キャンドル」つくり。色とりど

りのキャンドルを夢中になって

作りました。昨年、一昨年と参

加している子どもが多く、今年

の作品は複雑なのができていま

した。30名の定員に希望者が多

く37名まで受け入れましたが、

全員に対応できなかったのは申

し訳ありませんでした。

理理理理科科科科実実実実験験験験室室室室

12月18日（土）「三色たこ焼

き」を作りました。先ず、酸と

アルカリについて学びました。

酸性では「赤」アルカリ性にな

ると「青」これを利用し紫キャ

ベツを利用して3色のたこ焼きを

作りました。なれない料理？で

悪戦苦闘して最後は美味しいた

こ焼きをいただきました。

文化祭
11111111月月月月6666～～～～7777日

主主主主催催催催：：：：東東東東丘丘丘丘公公公公民民民民分分分分館館館館

第八中学校で千里ふれあいフェス

タを開催しました。第八

中学校区の各学校、幼稚

園、保育所の子ども達と地域の大人が一緒

に清掃活動をし、舞台発表を行い、バザー

等催し物に参加できる大きなイベントです。

今年は天候にも恵まれ、多くの方々に参加

していただき、盛況の内に終えることができまし

た。段取りの悪さ、お叱りを受け

る部分は多々あったと思います。

ご参加頂きました各団体様にお詫

びを申し上げると共に厚く御礼申

し上げます。 第八中学校区

地域教育協議会 副会長 今西基治

千千千千里里里里ふふふふれれれれああああいいいい
フフフフェェェェススススタタタタ

11112222月月月月4444日日日日

公公公公民民民民分分分分館館館館秋秋秋秋のののの講講講講座座座座

「「「「初初初初めめめめててててののののイイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト」」」」

11110000月月月月、、、、11111111月月月月にににに開開開開催催催催さささされれれれままままししししたたたた

インターネットを使ったことがない方を対象に、マウスの練

習から始めYouTubeの利用、写真やイラストのダウンロードま

で、6日間の幅広い内容の講座です。希望者が多いことが予想

されたため、Ａ.Ｂの 2コース(定員40名)を準備しましたが受

付に59名の方が来られ、全員は受け入れられない状況でした。

初日にはぎこちなくマウスを使われていた方も、最終日に

はクリック・ドラッグを軽快に使いこなし、今話題の尖閣ビ

デオもみてもらいました。講座の途中では、電子メールの使

い方やチラシの作製の練

習もありました。パソコ

ンを使いこなす練習では

なく、パソコンに触れる

機会を作りその楽しみ方

を知ってもらうことが副

題のような講座でした。その思いが伝わったのか、皆さんの

関心も高く、32名の方が皆勤でした。最終日には、この講座

の感想を伺い、修了書をお渡ししました。

皆さんの感想は、これからの講座計画の参考にさせていた

だきます。この講座には東町の方が20名受講されました。改

めて東町住民の方の学習姿勢の高さを実感しました。

講座の主催：新田・北丘・東丘・寺内公民分館

講座の講師：パソコンプラザinとよなか。

子子子子どどどどもももも教教教教室室室室

公公公公民民民民分分分分館館館館
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住んで良かった、これからも住み続けたい東町

「「「「東東東東町町町町フフフフェェェェススススタタタタ iiii nnnn セセセセルルルルシシシシーーーー」」」」
開開開開催催催催にににに当当当当たたたたっっっってててて

東町フェスタinセルシー実行委員会

�東丘保育所きりん組

�ガールスカウト第61

団 �東会（アガリカ

イ）�東丘保育所保護

者会 �第八中学校バ

トントワリング部

�第八中学校吹奏楽部

�豊島高校吹奏楽部

�TSM48 FEAT.KANAKO

�豊島高校ダンス部

�南京たますだれ

�東丘小学校ダンスバ

トンクラブ �豊島高

校軽音楽部LOSTWAY

�千里青雲高校軽音楽

部野菜生活 �千里青

雲高校軽音楽部タン

グラム �千里青雲高

校軽音楽部ギクシャ

クズ �北千里高校軽

音楽部 �北千里高校

吹奏楽部 �八鼓� 千

里音頭 �東丘ダディー

ズクラブ

�新千里東町自治会連

絡協議会 �東丘公民

分館 �東丘校区福祉

委員会 �豊中地域防

犯協会東丘支部

�東丘保育所保護者会

�ガールスカウト第61

団 �東丘ダディーズ

クラブ �千里竹の会

�千里グッズの会

�千里・住まいの学校

�いーなぁクラブ

�女性防火クラブ

�北海道千里中央店

出出出出演演演演者者者者

出出出出展展展展ブブブブーーーースススス

（出演順）

１年前から開催の提案があり計画してきたイベン

ト。お天気は午後から晴れわたり絶好の秋日和、こ

の好天に皆さんひと安心。すでに１週間前からセル

シーギャラリーでは、このお祭りを盛り上げるため

住民による作品展も開催されていました。当日の準

備は朝８時から、グループ毎に何度か下準備をして

いたので極めてスムーズに進みました。セルシーさ

んが前日使用したテントや舞台の音響装置をそのま

ま使わせて頂いたことは設置の必要がなくまことに

ありがたいことでした。机など一部の用具をコラボ

から借用し、前日の下見通り、開場10時前にすべて

が終了しました。

舞台は定刻に始まり、実行委員会の河野会長（新

千里東町自治会連絡協議会々長）の挨拶の後、保育

所の園児や保護者会によるお囃子で賑やかにスター

ト。続いて東丘小学校児童のダンス・バトン、第八

中学校生徒の吹奏楽・バトン、そして新たに豊島高

校、千里青雲高校、北千里高校の軽音楽・吹奏楽と

続き、その吹奏楽は総勢77名で舞台に収まりきらず

観客席にも降りての熱演は会場が割れんばかりの演

奏となりました。そして今やイベントには欠かせな

い東町の誇り「八鼓」が登場、その熱演に会場のみ

なさん酔いしれ、元気を貰いました。 そして輪になっ

て踊った「千里音頭」、踊りの輪に多くの一般の方

が自主的に参加され、想定外の盛り上がりとなりま

した。

実行委員やボランティアの方々は自発的に応募し

て頂いた人たちで、会場の展示ブースや休憩コーナー

の草花は町内の公園で採取したもの、展示パネルは

すべてが各団体の手作りでした。また、ステージの

司会を始め、 出演、進行なども初めての経験でした

が、手違いや時間調整などを皆でこなし、無事乗り

越えました。こんなに素晴らしい人たちが大勢住ん

でいることを実感でき大きな喜びでした。「住んで

みたい、住んで良かった、これからも住み続けたい

東町」に向かって、その希望を抱かせて貰えたイベ

ントに、感謝！感謝！でした。

新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町自自自自治治治治会会会会連連連連絡絡絡絡協協協協議議議議会会会会 セセセセルルルルシシシシーーーー せせせせんんんんちちちちゅゅゅゅううううパパパパルルルル

みみみみんんんんななななが参加、みんなで手作り、

若若若若いいいい人たちの情熱が盛り
上げました。

このお祭りには、保育園の小さな子供たちから小・

中・高校生たちの若い力が予想以上に多く参加して

くれたこと、そして新人タレントデビューの登竜門

として知名度が高いセルシーの舞台に立てたことも

お祭りを盛り上げる最大の原動力となりした。

東町に入居が始まったのは、昭和41年（1966年）

今から45年前でした。当時からは想像もできないほ

ど変貌したこの街に、新しい世代が元気に成長して

いる事を心強く思い、さらにそのすばらしい可能性

を実感し、次の開催を楽しみとした１日でした。

11月14日(土)
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

千里東町公園は沢山の木々や竹林に鳥た

ちが賑わう公園です。この公園の特徴は東

町住民と、豊中市公園みどり推進

課が共に公園のあり方などを考え、

維持管理に努めることで現在に至っ

ています。身近な公園ではどのよ

うな活動や活用がなされているか、

そしてどの様に守っていったらよ

いか、2回シリーズで探索します。

今回は「公園での活動と活用」

次回は「自然を守る知恵」をお届

けします。

私達の身近にやってくる野鳥について、東町在住の野鳥愛好家にお話

と野鳥観察の指導をお願いしました。

お話し会は11月6日午後から、あかしやの丘2階集会室に23人が参加し

ました。東町周辺の公園と池はまれに見る野鳥(渡り鳥)の宝庫で、1年

間に見られるものは50種以上になるというお話でした。

観察会は木の葉が落ちて鳥が見やすくなった12月11日朝9時半から、

千里中央公園で双眼鏡持参の20人が集まりました。安場橋から公園に入った左側の丘では、サルスベリの木を行き

来するマヒワ40数羽の群に、安場池ではアオサギ、オシドリ、カルガモ、カイツブリ、カワウなど様々な水鳥に出

会い、南東側の斜面では数羽のビンズイが走り回っていました。その他、ヒヨドリ、シジュウカラ、ハクセキレイ、

イカル、ジョウビタキなど2時間の間に20種を観察。鳥は絶えず素早く動くので、野鳥愛好家の助言なしでは観察は

容易ではありません。とにかく、こんなに多くの珍客が身近にいるのに40年も知らずにいたのも驚いたことでした。

ここで誕生し33年になるアメフトチーム

[千里ファイティング･ビィー］は、小学3

年以下、小学4～6年、中学生の3クラス。

チアリーディングと支援父兄、監督コーチ、

事務局が加わると総勢90数名になる。「こ

こで育った選手は今オヤ

ジ、その子供が毎週日曜

日に親子で日本No.1のア

メフト選手を目指し

ている。今年の大学

日本一は立命大。み

んな関西リーグ8校で

活躍している」と藤

田事務局長と三井監

督が目を細めていた。

千里東町公園

高齢者の人気スポーツの

一つにグランドゴルフがある。

（他にゲートボールとパークゴルフがある）。

7～8年前から東町グランドでは、東

町が主体のグループＡ(月・水)と混

成グループＢ(火・木)がゲームを行っ

ている。金曜には欧州から伝わった

ペタンク(カーリングに似た球技)が

行われ、グランドが活況してきた。

様々な所で 色んな人達が
ふれ合い 活動している

深谷グランドでは アメリカン
フットボールとグランドゴルフが

上記活動のお問合せは下記へ
●アメフト事務局/藤田;℡090-8930-5555
●グランドゴルフ他事務局/新宅:℡06-6871-1113

東東東東町町町町ににににややややっっっっててててくくくくるるるる野野野野鳥鳥鳥鳥たたたたちちちち ―おおおお話話話話とととと観観観観察察察察会会会会―

ロロロローーーーレレレレルルルルココココーーーートトトトああああかかかかししししややややのののの丘丘丘丘 自自自自治治治治会会会会ととととシシシシニニニニアアアアククククララララブブブブ

こぼれび通りに係わって

いる人達は多い。

� 夏には紫陽花クラブの

里親が水遣りと手入れ。

� 年末のある日、竹の

会が青竹で花差し筒や足

踏み竹を作り配っていた。

� 地域住民によるアダ

プトロード清掃、地域各老人会

など周辺のボランティアによる

道路清掃。� スケッチを楽しむ

人達。� モミジ橋通りや周辺通

学路ではボランティアによる防

犯運動で下校児童の見守り活動が行われている。

ここここぼぼぼぼれれれれびびびび通通通通りりりり長長長長谷谷谷谷池池池池

深深深深谷谷谷谷ググググラララランンンンドドドド

保保保保育育育育所所所所

シリーズ①公園での活動と活用 ふれあいを楽しむ東東東東町町町町探探探探訪訪訪訪
⑧⑧⑧⑧

テテテテニニニニよよよよここここ広広広広場場場場ここここぼぼぼぼれれれれびびびび公公公公園園園園
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

◆大阪は34年間連続全国ワースト1という不名誉な記録の「ひっ

たくり」ですが、やっと昨年汚名返上。しかし、ワースト2。喜

んではいられません。◆今年は卯年。兎のように穏やかにそし

て、ピョンと飛躍の年に。気を引き締めて、新春のスタート!!!!

12月24日(水）、地域で活

動されている「エルダー東町」の皆さん

と、「東丘保育所きりんぐみ」の子どもたちがこ

ぼれび通りの清掃活動をしました。

5つのグループにグループリーダーとして、エ

ルダーの方に入っていただき、一緒にこぼれび通

りの端から端までゴミを拾いました。

集めたゴミは、子どもたちが「可燃・不燃・缶

ビール」に分別しましたが、「どっちかな？」と

わからない物があるとみんなで考えてみたり大騒

ぎです。今回、子どもたちはとってもよい経験

をすることができたと思います。

地域の中で育つ東丘の子どもたち。今後も、東

町の方々と関わりながら、様々な活動に参加した

いと思っています。

エルダーの皆さんありがとうございました。

そして地域の皆さん、これからもよろしくお願い

します。 （きりん組 藤村）

12月27・28・29日の3日間、東丘防犯支部による

「歳末夜警」が行われました。地域の防犯委員の方々、

小中学校からも参加をいただき、みんなで声を合わ

せ呼びかけることで、気持ちがひとつになり、寒さ

も吹っ飛びました。最後の日、ぜんざいで温まりな

がらの反省会で、一年を締めくくりました。

世世世世代代代代間間間間交交交交流流流流でででで
安安安安心心心心・・・・安安安安全全全全町町町町づづづづくくくくりりりり

「「「「東東東東町町町町はははは安安安安全全全全なななな町町町町」」」」とととと思思思思いいいいここここんんんんででででいいいいまままませせせせんんんんかかかか？？？？
身近にこんな被害も。その油断が大敵！！！！

◆「車上狙い」

◆「ひったくり」

◆「空き巣狙い」

◆「恐喝」など

不安を感じたら

＃＃＃＃9999111111110000《警察総合相談窓口》に電話を！！！！
被害に遭ったらすぐ 111111110000番番番番！！！！

毎年行われている行事ですが、今年も市内

の各防犯支部に連絡が入りましたので、防犯

役員5名とママさんパトロール2名の計7名で参

加してまいりました。

例年ですと大阪府警の音楽隊の演奏やら、

かわいい幼稚園児のお遊戯などが会場の雰囲

気を和らげてくれるのですが、今年はそういっ

た出し物は無くなり、少し寂しい感じもしま

したが逆にその分、隊員たちのきびきびした

行動が印象に残る結果となり、警察署員の意

気込みと街頭犯罪撲滅への決意がひしひしと

伝わってきて、安全、安心な町づくりに参加

している私たちも犯罪抑止への活動を再確認

することとなりました。 （ 防犯 和田）

園児と一緒にゴミ拾いを

楽しみました。空き缶・タバコの吸

い殻・ペットボトルがたいへん多く、

この状態を幼い園児たちはどう

受け取ったか、ちょっと心配。

（川端）

（（（（ＵＵＵＵＲＲＲＲ高高高高齢齢齢齢者者者者ククククララララブブブブ））））



(8) 2011(平成23)年1月1日(土) ひひひひ がががが しししし おおおお かかかか (奇数月1日発行) 第61号

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

東東東東町町町町のののの１１１１月月月月・・・・２２２２月月月月のののの行行行行事事事事・・・・催催催催ししししののののおおおお知知知知ららららせせせせ

東東東東町町町町新新新新春春春春交交交交歓歓歓歓会会会会
1月9日（日）

午前11時～午後2時 場所：東町会館
主催： 新千里東町

自治会連絡協議会

問合わせ先：武藤

090-8210-2498

子子子子育育育育ててててササササロロロロンンンン
つつつつくくくくししししんんんんぼぼぼぼ

毎月・第３火曜日

午前10時～12時

1月18日

2月15日

会費

100円

場所

東町会館

幼児を遊ばせながら、保護者ど

うしが交流する場です。

ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン
毎月・第１火曜日

午後1時～3時

1月11日

2月1日

会費

100円

場所

東町会館

1月4日は第2火曜日に変更。

2月1日健康教室：詳細下記

福福福福祉祉祉祉ななななんんんんででででもももも相相相相談談談談
毎週火曜日

午前10時～12時

1月4日は お休み

1月11日から毎週火曜日

東町会館

管理人室

専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8

higashiokasodan@gmail.com

子子子子どどどどもももも教教教教室室室室
場所：コミュニティー

ルームＢ

子子子子どどどどもももも囲囲囲囲碁碁碁碁教教教教室室室室
第１・第３水曜日

午後2時～

1月5日はお休み

1月19日 2月2日・16日
東丘校区の小学

生と保護者・地域
の皆さんも参加し
てください。予約
は不要です。子ど
もたちが放課後や
週末を安全に健や
かに育まれるよう、
地域諸団体や学識
経験者の協力を得
て開催しています。
詳しくは、街角広

場に問い合わせ
てください。
06-6831-9701

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室
午前

10時～

第４土曜日 1月22日：静電気で遊ぼう

第３土曜日 2月19日：紙を作ろう

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
午前

10時～

第５土曜日 1月29日：ビタミンＣの奇跡

第４土曜日 2月26日：お雛様万華鏡

外外外外国国国国のののの人人人人とととと遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
第４水曜日

午後2時半～
1月26日

ググググリリリリーーーーンンンンママママッッッッププププ
ををををつつつつくくくくろろろろうううう

第２水曜日

午後2時半～

1月12日

2月9日

土土土土とととと親親親親ししししむむむむ
第４水曜日

午後2時半～

1月はお休み 2月23日

ジャガイモ種芋の植え付け

東東東東丘丘丘丘ババババレレレレーーーーボボボボーーーールルルル

同同同同好好好好会会会会

月に3回土曜日

午前10時～12時

場所：東丘小

学校体育館

バレーボール同好会が新しくスター
トします。メンバー募集中です。皆さ
んの参加をお待ちしています。

問合わせ先:阿部

090-5019-7401

東東東東丘丘丘丘人人人人権権権権学学学学習習習習講講講講座座座座
1月22日（土）

午前10時～12時

場所

東町会館 詳細下記
子供達の間でのいじめ、なかなか解決できない課

題ですが対処の仕方を講師の先生に伺います。そ
の後グループに分かれて意見交換をします。

長長長長谷谷谷谷((((ななななががががたたたたにににに))))池池池池

水水水水草草草草のののの除除除除草草草草作作作作業業業業

1月23日（日）

午前10時～

場所:長谷池

東屋付近集合

みんなの長谷池、朝9時からのアダプト清掃終了後に続
けて作業を行います。お手伝いいただける方、見学の方
も大歓迎です。お子さんと一緒に参加してください。

福福福福祉祉祉祉・・・・講講講講演演演演会会会会
1月25日（火）

午前10時10分～11時20分

場所：読売

文化ホール

題：自殺のない「生き心地よい社会」へ
講師：清水康之氏 申し込み：1月24日まで(無料）
問合わせ先：中部保健センター :06-6858-2292

福福福福祉祉祉祉・・・・説説説説明明明明会会会会
1月30日（日）

場所：東町会館

午後1時～2時・・・・・賛助会員入会と会費のお願い

対象：校区福祉委員会理事

午後2時10分～2時40分・危機管理について 講師：市危機管理室

対象：校区福祉委員会理事、校区安否確認事業協力者、有志

午後2時50分～・・・・ 災害時安否確認図上訓練 指導：市危機管理室

対象：校区安否確認事業協力者

新新新新春春春春かかかかるるるるたたたた大大大大会会会会
1月30日（日）

午前10時～12時

場所：東丘小学校多目的室

受付：午前9時30分から

問合わせ先:寺村:06-6872-8930

清水：070-6689-5871

豊豊豊豊中中中中市市市市

「「「「地地地地域域域域自自自自治治治治のののの報報報報告告告告会会会会」」」」

2月6日（日）

午後1時～3時30分

場所

東町会館
詳細下記

連協が中心となって、豊中市と２年間に亘り、
東町の地域自治について協議を重ねてきました。
関心のある方は積極的に参加してください。

アアアアダダダダププププトトトトロロロローーーードドドド
清清清清掃掃掃掃

1月23日（日）

2月27日（日）午前9時～10時
場所：東丘小学校

集合：午前9時

町も心も気持ちよく[こぼれび通り]
[もみじ橋通り]に分かれ清掃します。
お子さんも一緒に参加してください。

東東東東丘丘丘丘人人人人権権権権学学学学習習習習講講講講座座座座ののののおおおお知知知知ららららせせせせ
◆テーマ：：：：「今、子ども達は」「いじめ」

親と子どもの関わり方について～

◆日時：1月22日(土) 午前10時～12時

◆場所：東町会館 ◆費用：無料

◆講師：豊中市教育委員会

青少年補導センター 坂本眞代さん

◆主・共催：東丘公民分館、PTA、人権協

問合わせ先 PTA:中西06-6832-9024

分館:寺村06-6872-8930

赤赤赤赤いいいい羽羽羽羽根根根根共共共共同同同同募募募募金金金金ののののおおおお礼礼礼礼
東町の皆様から下記の金額の
募金が寄せられました。
￥￥￥￥ 4444 1111 1111 ‚6666 8888 9999円円円円

ありがとうございました。

健健健健康康康康教教教教室室室室がががが開開開開催催催催さささされれれれまままますすすす

テテテテーーーーママママ::::ああああっっっっ！！！！転転転転倒倒倒倒「「「「防防防防ぐぐぐぐ極極極極意意意意はははは」」」」

2月1日のふれあいサロンのなかで
中部保健センター保健師：永穂智子
さんのお話があります。
健康づくり推進委員会 代表 坂上喜代子

◆日時：2月6日(日）

午後1時～3時30分

◆場所：東町会館

◆主催：豊中市コミュニティー

政策室

参加自由、２年間の東町フィー

ルド検討会の報告会です。

問合わせ先:玉富:06-6858-2727

豊豊豊豊中中中中市市市市
「「「「地地地地域域域域自自自自治治治治のののの報報報報告告告告会会会会」」」」


