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住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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《卒業式》平成23年3月18日(金) 午前9時30分～

《入学式》平成23年4月 7日(木) 午前10時～

《卒業式》平成23年3月14日(月) 午前9時30分～

《入学式》平成23年4月 7日(木) 午後1時30分～
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

近近近近隣隣隣隣のののの方方方方にににに異異異異変変変変をををを感感感感じじじじたたたたらららら、、、、民民民民生生生生････児児児児童童童童委委委委員員員員にににに
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今の日本は無縁(援)社会とか「孤族の国」とか

言われています。本誌50号(2009年3月)の「近所

づきあい」に関するアンケート結果を見ても、東

町の高層住宅居住者には、隣の人と話をしたこと

がない、顔も知らないという方が数多くおられま

した。今では死語のような「向う三軒両隣を大切

に」という言葉を東町で復活させたいですね。

最近、豊中市で見守り支援対象者で

なかった方(65歳未満)の悲惨な孤独死

が報じられました。高齢化率が30％強

の東町では、14人の民生・児童委員が

約4千世帯の居住者の見守りを行っていますが、

本人申告がないなどで支援対象から漏れた人が多

く、全体把握は困難です。

高齢者の孤独死、育児放棄、家庭内暴力の事件

報道を見ると、発覚以前から近隣の方が何らかの

異変を感じていたようです。そしてせっかく見聞

きした人が「何処に知らせたらよいかわからない、

何かの間違いかもしれない」とそのままにしてい

たようです。

近近近近隣隣隣隣のののの様様様様子子子子ががががおおおおかかかかししししいいいいとととと感感感感じじじじたたたたらららら、、、、すすすすぐぐぐぐ区区区区域域域域担担担担

当当当当のののの民民民民生生生生・・・・児児児児童童童童委委委委員員員員((((右右右右表表表表))))ににににおおおお知知知知ららららせせせせくくくくだだだだささささいいいい。。。。

人の命が関わっているかもしれないからです。

民生・児童委員は個人情報保護に注意して公的機

関に対応を依頼します。仮に間違いでも通報者が

責任を問われることはありません。

全国各地からの参加者でホールは満席状態！！！！

豊中市社会福祉協議会・全国コミュニティライフ

サポートセンター主催のもとで開催されたセミナー

で「小地域ネットとコミュニティ・ソシアルワー

カーの発見力」「無縁社会に挑戦する安心生活創

造事業の取り組み」などの講演及びパネルディス

カッションが行われました。

豊中市社会福祉協議会、勝部麗子さん、民生・

児童委員東丘地区委員長、中村章子さんら地元関

係者に加え、厚生労働省専門官、内閣官房政策担

当者など、国政レベルの関係者がパネラーとして

登壇。ディスカッションが進む中で、無縁(援)社

会とか「孤族の国」といわれる日本のあちこちで

起こっている現実と、問題の深刻さ、対策の緊急

性・重要性を再認識させられた一日でした。

民生・児童委員の担当区域 (2011年2月現在)

お住まいの区域 民生･児童委員 電話番号

ザ・千里タワー
◎中村 章子 06-6831-4195

メゾン千里 D3～D7

桜ヶ丘メゾンシティ 中川 邦江 06-6834-7371

アーバンライフ

宮本 智恵子 06-6832-8777ＯＰＨ

ガーデンヒルズ

都市機構Ｃ1～Ｃ10 中村 育子 06-6834-0913

都市機構Ｃ11～Ｃ19 ○吉山 妙子 06-6834-0822

都市機構Ｃ20～Ｃ26 稲岡 糸子 06-6833-7687

都市機構Ｃ28・Ｃ30 井上 朝子 06-6835-3750

都市機構Ｃ27・Ｃ29 柿 桃 06-6871-7161

ジオメゾン 北村 明子 06-6831-5566

3の3 Ｂ1～Ｂ7 湯川 純子 06-6833-0181

3の3 Ｂ10.18.19.20 大和 律子 06-6833-9342

3の3 Ｂ11～Ｂ17 仲奥 静枝 06-6831-6679

ローレルコートあかしや
平野 勝昭 06-6833-6934

医療・近隣センター

主任児童委員(全区域) 西中 廣治 090-9544-7902

(注)◎：地区委員長 ○：地区副委員長

（この名簿を保管しておいてください）
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大きな地震が起きたとき、重度障

害者や一人暮らしの高齢者は高層階

の自宅に取り残されてしまいます。

東町では、阪神・淡路大地震を教

訓に、毎年実施している安否確認訓

練を今年も東丘小学校体育館前に本

部を設置して行いました。校区福祉

委員、民生・児童委員と団地ごとに登録いただいてい

る協力者88名が、予め豊中市に申請のあった確認対象

者の内202名の自宅を訪問して留意事項を記載したチ

ラシをお渡しし安否の確認訓練を行いました。支援の

必要な方であっても、申請しにくい事情があったり、

申請方法が分からないという場合もあります。隣近所

の方が気づかれたときは、民生・児童委員に相談して

ください。又、安否確認に協力してくださる方がおら

れましたらやはり民生・児童委員に伝えてください。

本本本本部部部部でででで結結結結果果果果報報報報告告告告

賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費ににににごごごご理理理理解解解解、、、、ごごごご協協協協力力力力有有有有りりりり難難難難ううううごごごござざざざいいいいままままししししたたたた。。。。

2月末時点で集計中です。結果と使途は次号にて報告い

たします。なお、3月中は受け付けております。

東町会館管理人室に所定の封筒を投函していただくか、

福祉委員又は民生・児童委員にご連絡ください。

福福福福祉祉祉祉ののののままままちちちちづづづづくくくくりりりりセセセセミミミミナナナナーーーー
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

1月22日（土）10時より、東町

会館集会室2階にて、人権

講座が開催され、約50名

の方が参加くださいまし

た。昨年の「インターネッ

ト・携帯メール等による

犯罪実例から～子どもの

被害を防ぐために～」に

続き今年も『子ども』に

関わるテーマを取り上げ

ました。「今、子ども達

は～いじめ、親と子の関わり方」

講師：豊中市教育委員会・青少年

補導センターの坂本真代さん。ご

自身の中学教師時代の体験を交え

たお話は、とてもわかりやすく共

感できるお話でした。その後、グ

ループ・トークは、講演会の形と

しては初試み。どのグループも熱

い意見交換があり、親睦も深まり

ました。グループごとの発表は、

世代を超えての意見交換、お子さ

んの体験を交えた話など、とても

有意義で予定時間を超

えての閉会とな

りました。会場

でのアンケート

も「大変よかっ

た」・「よかっ

た 」 が 9 割 で

「これからも何

回か、『いじめ』

問題は、とりあ

げてほしい。」といった熱心なご

意見もいただき昨年同様、お子さ

んを持つ保護者の関心の高さが伺

えました。運営陣も大盛況だった

ことを嬉しく思い、アンケート結

果も参考に、次回につなげていき

たいと思います。今後も皆様の興

味・関心があることをテーマに、

また開催したいと思いますので、

ご協力くださいますようよろしく

お願いいたします。

1月30日（日）10

時より東丘小学校

多目的室にて、

新春かるた大会

が開催されまし

た。 この冬一

番といってもよ

いほどの寒さと

前日深夜のサッ

カーアジアカッ

プの影響でしょうか、今年、参加者は少

なめ。幼児を連れたご家族と低学年を中

心に子どもたちが参加してくれました。3

グループに分かれてのかるた大会、途中

でお菓子とジュースでおしゃべりなど、

和気あいあい、楽しい時間を過ごしまし

た。最後に、成績優秀者に賞状、全員に

参加賞を渡しました。子どもたちの真剣

な眼差しとゲーム後の笑顔が印象的でし

た。来年は、より多くの子どもたちに参

加してもらえるようにしたいと思います。

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

1月26日（水） 世界で一

番寒い国･ロシアのサハ共和

国のヤクーツクでは-57度に

もなります、とっても寒い

国の生活の様子を聞きまし

た。-40度になると学校は休

みになるが、子ども達は外

で遊んでいるそうです。

公公公公民民民民分分分分館館館館

子子子子どどどどもももも教教教教室室室室

人人人人 権権権権
座座座座講講講講

るるるるかかかか たたたた
1月9日（日）東町会館において新春交歓会が開催され

ました。多数の来賓の方々と、東町で活動する19団体、

総勢約100名が一堂に会しました。

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主主主主催催催催 新新新新春春春春交交交交歓歓歓歓会会会会

今年の冬は北日本や北陸地

方の豪雪の影響か千里地域に

珍しい野鳥が連日現れて、愛

鳥家を喜ばせています。

1月から2月にかけて、ネッ

ト情報により、歩行者専用の

「こぼれび通り」に近郊から

の望遠レンズ10数台の三脚が

数日にわたりあふれました。

鳥について尋ねる歩行者とカ

メラマンのなごやかな会話も

ありましたが、三脚の置き場

所をめぐるトラブルも再三お

こりました。植え込みに移動

した三脚の群れは、小学生が

植え替えたばかりのアジサイ

を荒らし、少数の心ないカメ

ラマンの、マナーの悪さを嘆

く声がきかれました。

ひひひひ・・・・・・・・・・・・日日日日のののの本本本本のののの
がががが・・・・・・・・・・・・元元元元旦旦旦旦迎迎迎迎ええええ

しししし・・・・・・・・・・・・新新新新千千千千里里里里

おおおお・・・・・・・・・・・・老老老老いいいいもももも若若若若ききききもももも一一一一つつつつににににななななっっっってててて

かかかか・・・・・・・・・・・・感感感感謝謝謝謝とととと笑笑笑笑顔顔顔顔でででで明明明明るるるるいいいい町町町町にににに

東丘校区福祉委員会・安井会長の挨拶より

ここここ ぼぼぼぼ れれれれ びびびび 通通通通 りりりり にににに

ネネネネ ッッッッ トトトト 情情情情 報報報報 でででで 集集集集 まままま っっっっ たたたた

野野野野 鳥鳥鳥鳥 撮撮撮撮 影影影影 のののの 群群群群 れれれれ
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住んで良かった、これからも住み続けたい東町

豊中市では 平成23年度に市の機構改革を実施、

地域担当職員をおいて地域自治システムの試験的な

取り組みを始めます。この取り組みは行政から強制

的に押しつけるものではなく、自主的に参加の意欲

のある地域からはじめようとするものです。

地域社会の中には自治会など

「地縁型の住民団体」と行政の

縦割りから組織された、例えば、

公民分館、社会福祉協議会、地

域防犯支部などの「目的別の団

体」があります。この二つのタ

イプの住民自治は、成立した経

過や運営される思想が異なりま

す。この違いを理解しながら、

二つのタイプの住民自治を連携

させていくことが東町でも重要

な課題であると思われます。

そこで地域の各団体をとりま

とめ、その役割を調整していく

新しい仕組みを考えていこうと

いう試みです。

2月6日の豊中市と東町自治会

連絡協議会が協力して開催した

「地域自治システム報告」及び

意見交換会の場で、豊中市が23

年度から実施する「地域自治の

試験的取り組み」に東町が参画

する方向性につぃて多くのみな

さんから賛意をえています。

時：3月21日(月・祝）午後1時30分～

場所：東町会館

住民の自由参加にて、準備委員会を立

ち上げるための検討会をおこないます。

準準準準備備備備委委委委員員員員会会会会のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげにににに
むむむむけけけけててててのののの検検検検討討討討会会会会
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豊中市では平成19年に自治基本条例を施行

し、地域住民自らが地域を良くしていこうと

する取り組みを推進することを定めました。

そのため市は、これを具体化するにはどのよ

うな仕組みが必要かを検討してきました。

東町では、みんながこのまちに住みやすい、

住んでみたいと思われるような地域をめざし

て、団体や住民が一緒に考え、協力して活動

しています。

平成21年度からその初年度のモデル地区(地

域フィールドワーク実施地区)として、地域の

住民活動の実績が評価され、東町が選ばれま

した。

東町では、豊中市から提示された地域コミュ

ニティー(案)について意見交換をして「住民

の活動しやすい仕組み」を検討してきました。

第1回 平成21年9月19日 住民自由参加

地域のコミュニティーを活性化する

ために。目的等の説明、「地域自

治 組織」について

第2回 平成21年11月14日 住民自由参加

地域自治の仕組みの提案

第3回 平成22年1月16日 住民自由参加

これからの市の取り組み

第4回 平成22年5月22日 住民自由参加

これまでのふりかえり

中間報告書の作成 平成22年6月

第5回 平成22年9月18日 自治会連絡協議会

補助金のありかたについて

第6回 平成22年10月16日 自治会連絡協議会

補助金のありかたについて

第7回 平成22年11月20日 自治会連絡協議会

補助金は切り離して、地域自治の東

町バージョンを考える。

第8回 平成23年2月6日 住民自由参加

検討結果の報告と意見交換

豊中市はこれまでの東町での意見交換を参

考に「地域自治システム検討報告書」を本年

2月末までに策定することになります。

ここここれれれれままままででででのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

東東東東町町町町ののののここここれれれれかかかかららららををををみみみみんんんんななななでででで考考考考ええええままままししししょょょょうううう
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体育協議会
東丘支部

女 性 防 火
クラブガールスカ

ウト61団
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もりたい

民民民民生生生生・・・・児児児児童童童童委委委委員員員員

一人暮らし老人の会
八千代クラブ

人権教育推進協議会
東丘地区委員会

めだか
学級

東丘小学校
ＰＴＡ

第八中学校
ＰＴＡ

子ども会

第八中学校

八中校区青少
年健全育成会

子ども
教室

八中校区
地域教育協議会

東丘小学校

あかしやの丘
シニアクラブ

東町公園を
良くする会

ア ソ カ
幼稚園

エルダー
東町

東東東東丘丘丘丘新新新新聞聞聞聞委委委委員員員員会会会会

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

東東東東丘丘丘丘

公公公公民民民民分分分分館館館館

地地地地域域域域防防防防犯犯犯犯協協協協会会会会

東東東東丘丘丘丘支支支支部部部部

東町のイメージ

ここここれれれれかかかかららららのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

3月21日の準備委員会立ち上げ検討会の結

果をふまえて委員による第１回準備委員会

（仮称）の開催を下記に予定します。

時 ：4月17日(日) 午後1時30分～

場所：東町会館

メゾン千里

／桜ヶ丘メゾン

シティー／

アーバンラ

イフ／都市

再 生 機 構

新 千 里 東

町 ／ 東 町

３ － ３ ／

ローレルコー

トあかしやの丘

／ Ｏ Ｐ Ｈ

／ガーデン

ヒルズ千里中央

／ジオメゾン

／深谷第三

住宅／東丘

住宅／東町

商店会／ザ・

千里タワー

／ステラハ

イツ／東町医

療センター

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

新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町

ボーイスカ
ウト14団

健康づく り
推進員会

東丘ダディー
ズクラブ

ひひひひががががししししままままちちちち街街街街角角角角広広広広場場場場
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

東町公園はこの地域の住民と豊中市役所環境部公園みどり推進

課と協働で運営管理している。地域では公園を快適に活用するた

めのアイデア、自然をまもる工夫などを様々な人たちからの提案

を取り入れ、東町自治会連絡協議会(連協)が協議、集約した案件

を公園課の事業計画予算に沿わせ具体化する方式をとっている。

千里東町公園

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

公公公公園園園園をををを良良良良くくくくすすすするるるる会会会会

保保保保育育育育所所所所

シリーズ②公園の自然を守る知恵
東東東東町町町町探探探探訪訪訪訪

⑨⑨⑨⑨

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

ももももみみみみじじじじ橋橋橋橋通通通通りりりり

竹竹竹竹 林林林林

東町公園の名称と公園で活動する団体、および連絡先

● 武 藤 ;℡ 0 6 - 6 8 3 5 - 4 7 4

昨年に続き今年も長谷池の藻の清掃が、

快晴で風もない日曜日に行なわれました。

アダプトロード清掃の日と重なりましたが、

ボランティアの住民30人ほどと市職員数人

が集まり清掃に協力しました。

「池の生き物も観察できます」という誘

い文句に親子連れの２組も見られました。

昨年の用具と改良された新兵器も加え、

大量の藻の撤去作業をし、子どもたちも泥

だらけになって協力してくれました。

一方では不法に投棄された悪質なゴミ・自

転車３台も引き揚げられました。

池の奥の方までは手が届かなかったこと

や清掃を完全に行う方法等が今後の課題に

残りました。

市と住民との協働作業が今年も楽しく行

えたことはひとつの成果でした。

長谷池に
繁茂する

藻 不法投
棄された大

型ゴミ 他
には？

●千里竹の会 /東町担当:谷 本:℡ 0 6 - 6 8 3 1 - 6 234

●あじさいを咲かせる会 /福 岡 ;℡ 0 6 - 6 8 3 3 - 7 7 0 5
●こぼれびスケッチの会 /赤 松 :℡ 0 6 - 6 8 3 4 - 8 0 7 5

自然をまもり楽しく安全な

東町公園にするため、皆様

のご意見ご協力をお待ちして

います。

東町公園に関するお問合

せは左記まで、アダプトロード

の清掃活動日時については、

奇数月の初めに発行される

ひがしおか新聞のお知らせ

ページ、またはインターネット

のホームページをご覧下さい。

深深深深谷谷谷谷ググググラララランンンンドドドド ●アメフトクラブ /藤 田 ;℡ 0 9 0 - 8 9 3 0 - 5 5 5 5
●グランドゴルフ /新 宅 :℡ 0 6 - 6 8 7 1 - 1 1 1 3

池に生き物
を逃がさな

いで…。

新千里東町 検 索
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

◆大病をされたというＡさん、豊中市の

「救命力世界一」にひかれ東町に越して

一年あまり。「何か役に立ちたい」と早速見守

り隊デビュー。◆身体に不安を抱えるからこそ「地域に出たい！」

この心意気に拍手を送ります。◆防犯ではこのような積極的なボ

ランティアの参加をお待ちしています。

この日は、お昼頃より雪が降り出し、下校時

には積もり、正門の坂道を児童が子犬のように

ワーと飛び出てくる。警備員さんが「走ったら

危ないよ」と大きな声で注意するが、次々と雪

を見て喜んで出てくる。お迎えの親御さんが傘

を差し出すと「雪をさわって帰りたいからいら

ない」と。ランドセルの上や頭の上にも雪をの

せ・・

見守り隊の皆様も足元に気をつけながら「鉄

板の上やマンホールの上を歩かないように」と

声をかけ、いつもの場所に立っていると、「お

じさんが転んで、そのはずみで友達が尻もちつ

いた」と。児童はケガなくお尻がぬれただけで

ホッと・・・おじさんは少々血が出ていた様で

「自宅に帰り治療します」と帰って行かれたそ

うな。「おだいじに」。積もる雪は何十年ぶり？

さすが高学年は走り回らず、軽く雪投げをし

たりしずしずと帰る児童達。大きな事故もなく、

あくる日には雪も解け、地面も凍らず、またい

つもの一日が・・・・・ （Ｓ・Ｋ）

まちでは、自治会、公民分館、校区福祉委員会、

防犯協会支部などいろいろな団体が活動していま

す。東町が他の町に誇れるのは、これらの団体が

仲良く協力しあっていることです。

新聞「ひがしおか」はそうした基盤のもとに発

行されている町の新聞です。「ひがしおか」は東

町の住人10名程がボラ

ンティアで参加して、

コミュニティルームに

印刷機とパソコンを置

き、取材、編集、印刷

の全てを行っています。

印刷のできた新聞を折

りたたみ中に入るペー

ジを差し込む作業は各団体の多くの人達に協力し

てもらっています。出来上がった新聞は自治会の

役員さんや管理組合の方にお願いして皆様のもと

にお届けしています。

町の行事や出来事、課題など身近な話題をお伝

えし、東町に愛着をもって住み続けていただける

よう、また、新し

く住民になられた

方には早く町に馴

染んでいただき地

域との繋がりを持っ

ていただけるよう

に願って発行して

います。盛盛盛盛りりりり上上上上ががががるるるる編編編編集集集集会会会会議議議議

と、思ったら
国の消防法一部改正に伴い、豊中市でも平成23年5月

31日までに、一般住宅にも火災警報器の設置が義務付

けられることになりました。

これを、チャンスと「警報器の点検です」「格安で

とりつけます」などの訪問販売で、トラブルが発生し

ています。ご注意ください。

生活情報センターくらしかん
（消費生活相談）に電話を。

００００６６６６－－－－６６６６８８８８５５５５８８８８－－－－５５５５００００７７７７００００

防防防防 犯犯犯犯

0 6- 6 8 3 3 - 73 3 6 山地
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

福福福福

祉祉祉祉

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

3月15日

4月19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

3月1日

4月5日

会費

100円

場所

東町会館

手芸をしたり、歌ったり、お喋

りをして楽しく過ごします。

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

3月1,8,15,22,29日

4月5,12,19,26日

東町会館

管理人室

専用電話 0000 6666 ---- 6666 8888 3333 4444 ---- 9999 4444 4444 8888

higashiokasodan@gmail.com

東東東東
丘丘丘丘
子子子子
どどどど
もももも
教教教教
室室室室

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～

3月2日・16日

4月20日

「放課後子どもの居場所プ

ラン」として実施されてい

ます。東丘校区の小学生と

保護者・地域の皆さんも参

加できます。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。00006666----6666888833331111----9999777700001111

理理理理 科科科科 実実実実 験験験験 教教教教 室室室室
第３土曜日

午前 10時～

3月19日

4月16日

科科科科 学学学学 でででで 遊遊遊遊 ぼぼぼぼ うううう
第４土曜日

午前 10時～

3月26日：電気パンつくり

4月23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 作作作作 ろろろろ うううう

第２水曜日

午後2時半～

3月9日 ：木に名札を付ける

4月13日

ココココ
ミミミミ
ュュュュ
ニニニニ
テテテテ
ィィィィ
ーーーー

ルルルル
ーーーー
ムムムム
ＢＢＢＢ

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～

3月23日：じゃがいも畑管理

4月27日

春春春春 休休休休 みみみみ

ババババ ドドドド ミミミミ ンンンン トトトト ンンンン

東丘小学校体育館

午後1時30分～

3月28日（月）,29日（火）

30日（水）,31日（木）

地地地地

域域域域

活活活活

動動動動

救救救救急急急急救救救救命命命命講講講講習習習習会会会会
3月5日（土）

午前10時～12時
場所：東町会館

心肺蘇生法

ＡＥＤの使い方など

府府府府道道道道吹吹吹吹田田田田箕箕箕箕面面面面線線線線
のののの 美美美美 化化化化 活活活活 動動動動

3月6日（日）

午前10～11時

集合場所：千里中央体育館前

解散場所：樫ノ木公園

掃除用具などは現地で用意してい
ます。掃除の出来る服装で参加下
さい

地地地地域域域域自自自自治治治治準準準準備備備備委委委委
員員員員 会会会会 のののの 検検検検 討討討討 会会会会

3月21日（月・祝）

午後1時30分～
場所：東町会館

住民の自由参加にて、準備委員会を立

ち上げるための打ち合わせを行います。

地地地地域域域域自自自自治治治治準準準準備備備備委委委委
員員員員 会会会会 (((( 仮仮仮仮 称称称称 ))))

予定 4月17日（日）

午後1時30分～
場所：東町会館

3月21日の打ち合わせ結果をふまえて委員によ
る第1回地域自治準備委員会（仮称）を開催
（予定）します。

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

3月27日（日）

4月24日（日）

午前9時

～10時

集合場所

東丘小学校

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

東東東東町町町町のののの３月月月月・・・・４４４４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

雨天
中止

講座名：玄米と野菜のお話

食生活が変わると家族が変

わる！！！！ 赤ちゃんからメタ

ボまで、試食を交えて。

日時 ：5月7,14,21日（毎回土曜日）

午前10時～12時

場所 ：東町会館

定員 ：20名

多くの皆さんの参加をお待ちしてい

ます。お問い合わせは、公民分館・

清水までお願いします。

0000 7777 0000 ---- 6666 6666 8888 9999 ---- 5555 8888 7777 1111

公公公公民民民民分分分分館館館館 春 の 講 座

受受受受付付付付をををを4444月月月月22223333日日日日（（（（土土土土））））

午午午午前前前前11110000時時時時ににににココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィーーーー

ルルルルーーーームムムムでででで行行行行いいいいまままますすすす。

東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校かかかからららら 鳥鳥鳥鳥小小小小屋屋屋屋ののののおおおお世世世世話話話話ののののおおおお願願願願いいいい
飼育小屋のインコを、飼育委員会の子どもたちと、

教職員で世話をしております。このお世話を手伝って

いただける方がおられると大変たすかります。畑や、

学級園のように地域の方にお願いできればありがたく

思います。お手伝いいただける方、ご連絡下さい。

連絡先 東丘小学校・小西教頭 0000 6666 ---- 6666 8888 7777 2222 ---- 0000 3333 3333 2222

参参参参加加加加費費費費無無無無料料料料

◆4月10日（日）大阪府議会議員一般選挙
◆4月24日（日）豊中市議会議員一般選挙
◆投票場所 東丘小学校体育館

（（（（いいいいずずずずれれれれもももも午午午午前前前前7777時時時時～～～～午午午午後後後後8888時時時時））））

地方選挙は、府政・市政の方向を定める大切な選挙です。

政治に参加できる権利を大切に、必ず投票に行きましょう。

（当日どうしても都合の悪い方は、期日前投票ができます）


