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東東東東日日日日本本本本大大大大震震震震災災災災でででで被被被被災災災災さささされれれれたたたた皆皆皆皆ささささままままにににに、、、、心心心心よよよよりりりりおおおお見見見見舞舞舞舞いいいい申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。
一一一一日日日日もももも早早早早いいいい復復復復興興興興ををををおおおお祈祈祈祈りりりり申申申申ししししああああげげげげてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

東町の、アダプトロード美化活動が表彰されました。
毎月第４日曜日に、こぼれび通り・もみじ橋

通りなどで実施されているアダプトロード美化

活動の実績が評価され、この度豊中市長から表

彰されました。この活動は東町住民の方々の努

力の賜で、団体や個人で毎回数十人が参加され

ています。通勤・通学や散歩時に、街全体が清々

しく爽やかに感じられると、通る人か

らとても感謝されています。この活動

にあなたも参加してみませんか。

●毎月第４日曜日/東丘小学校体育館

前集合/午前９時から約１時間/清掃

用具等はあります。



(2) 2011(平成23)年5月1日(日) 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63号

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

福福福福祉祉祉祉活活活活動動動動へへへへのののの協協協協賛賛賛賛金金金金((((賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費))))集集集集計計計計
結結結結果果果果はははは右右右右表表表表のののの通通通通りりりりでででですすすす。。。。あああありりりりががががととととううううごごごご
ざざざざいいいいままままししししたたたた。。。。

皆皆皆皆様様様様のののの温温温温かかかかいいいいこここここここころろろろざざざざししししをををを今今今今年年年年1111年年年年
間間間間のののの福福福福祉祉祉祉活活活活動動動動にににに大大大大切切切切にににに活活活活用用用用ささささせせせせてててて頂頂頂頂ききききまままますすすす。。。。東丘校区福祉委員会

福福福福祉祉祉祉のののの広広広広場場場場
平平平平成成成成22222222年年年年度度度度協協協協賛賛賛賛金金金金

（平成23年3月集計）
総額 885,000円

内訳
一般会員 1,510口,755,000円

(昨年度 1,682口, 841,000円）

特別会員(法人)
26口,130,000円

(昨年度 29口, 145,000円）

特別賛助会員(賛助会費)として
ご協力頂いた法人名 （順不同）

せんちゅうぱる専門店会

慈啓会東町歯科（池田歯科）

新千里東町商店会

アソカ幼稚園

社会福祉法人豊寿荘

鳥邊医院

千里朝日阪急ビル管理（株）

(株)池田泉州銀行千里中央支店

(株)新橋企画

千里阪急ホテル

(株）よみうり文化センター

野村証券（株）千里支店

(株)阪急阪神百貨店

(株)ピーコックストア千里中央

(株)青葉千里東町店

社会福祉協議会及び校区福祉

委員会は、その理念から、市民

や企業の皆様から頂く協賛金

（賛助会費）を唯一の財源とし

て福祉活動を行っております。

私たち東丘校区では、高齢者の

ための活動はもとよ

り、子どもや若い人

たちのための活動も、

この協賛金が頼りで

す。例えば、子育て

サロン【つくしんぼ】、

もちつき大会、東丘

小学校児童との世代間交流【昔

遊びの伝承と大根パーティ】、

社会体験学習、地域清掃、災害

対策など様々な活動に取り組ん

できました。

東丘小学校の児童数が400人

を超え、ご高齢者の比率が30%

を超えるこの東町では、一層の

福祉活動の充実が求められます

が、協賛頂ける方(賛助会員)の

割合は、年々低下傾向にありま

す。今回ご協賛頂いた数は、全

世帯の33％ 1,217世帯でしたが、

協賛頂いた割合は

自治会によって100

％から16％までの

ばらつきがありま

した。概して若い

方の多い自治会は2

5％以下に留まりま

した。若い世代に対する福祉活

動のＰＲ不足が原因と思われま

す。これからも赤ちゃんからひ

とり暮しのご高齢者まで幅広い

福祉活動を実施し、より多くの

皆さんにご理解・ご協賛をお願

いして参りたいと思います。

ガーデンヒルズは建て替わっ

てから6年が経ちましたが、こ

の間住民の方々に暮らしにつ

いてのアンケートが行なわれ

ました。その中でお互いの顔

が見えだし、挨拶・言葉を交

わし始めるとお互いに身体を

気づかう会話から、高齢者の

支援を「求める声」「いたし

ましょう」の声が上がり、今

年の2月に管理組合（自治会活

動も行っています）が中心に

なって、助け助けられる人同

士の集まり「ＧＨシニア連絡

網の会」が発足しました。

3月3日と27日の2回行われま

した。第一回の顔合わせ会で

は両方の立場の方全部で30人

が集まり推進の賛意が得られ

ました。お茶を飲みながら和

やかな場から出てきた主な声

は◎月に一回顔を合わせお茶

を飲みながらお互いの近況話

しをしたい◎何かあった時に

連絡をしたいが何処に？◎声

をかけて貰うと安心で嬉しい

◎ここに登録した人達は電話

番号を共有しましょう◎「何

を望むのか何が出来るのか」、

いろいろ出ましたが、「これ

から一緒に会を重ね答えを見

つけましょう」の言葉で締め

くくられました。丁度、東日

本大震災の発生があって、わ

が身にも起こりうるとの感想

や意見が交わされ、身近で緊

急を要する問題だと実感しま

した。

3月16日 豊中市社会福祉協議

会(市社協)、校区福祉委員会の有

志32人が街頭募金に参加しました。

募金箱の前に多くの市民が足を

止め、約2時間で755,836円の義援

金が集まりました。この募金を含

む4月11日現在の市社協受付分は

総額9,458,250円となっています。

これとは別に、東町自治会連絡

協議会や住宅管理組合などから多

額の義援金が寄せられております。

大震災被災者へ多くの市民の温か

い一体感が示されました。

【世世世世代代代代間間間間交交交交流流流流////大大大大根根根根パパパパーーーーテテテティィィィ】

ガガガガーーーーデデデデンンンンヒヒヒヒルルルルズズズズにににに「「「「ＧＧＧＧＨＨＨＨシシシシニニニニアアアア連連連連絡絡絡絡網網網網のののの会会会会」」」」がががが誕誕誕誕生生生生

ーーーーおおおお助助助助けけけけ上上上上手手手手、、、、助助助助けけけけらららられれれれ上上上上手手手手、、、、ににににななななりりりりままままししししょょょょううううーーーー
東東東東日日日日本本本本大大大大震震震震災災災災義義義義援援援援金金金金
街街街街頭頭頭頭募募募募金金金金 (千里中央駅)
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深谷第三住宅の建替え工事が4月中旬より始

まりました。コミュニティ再生をめざし68世

帯が参加してスタートしました建替え計画は

平成24年12月に116戸の新マンションに生まれ

変わる予定です。

自治会関係の皆さまにはご迷惑、ご不便を

おかけしますが、その間地域の活動には参加

できません。又、深谷第三住宅管理組合は5月

末に解散しますが、深谷第三住宅マンション

建替組合が事業主体として残ります。

工事期間中は近隣の皆様に大変ご迷惑、ご

心配をお掛けしますが、地域社会の環境に充分配慮した安全な作業に努めます。なにとぞ、

皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。

深谷第三住宅管理組合

深深深深谷谷谷谷第第第第三三三三住住住住宅宅宅宅ももももいいいいよよよよいいいいよよよよ生生生生ままままれれれれ変変変変わわわわりりりりまままますすすす

4月16日（土） 春のイベント「東町公園の竹

の子掘り」が今年も開催されました。少々、お天

気が心配されましたが、大勢の親子連れと毎年の

参加を楽しみにされている女性のグループなど約

200名の人たちで今年も賑やかに行われました。

日頃、竹林を管理している「千里竹の会」の助

けで、早速見つけた竹の子の掘り出しに微笑まし

い親子の共同作業が各所で見られました。

収穫した竹の子は小学校の校庭で、ボランティ

アの人たちにより焚き火で焼かれ、味噌を付けて

振る舞われました。お土産に竹の子も配られ、参

加した皆さんの笑顔があふれた一日でした。

たたたたけけけけののののここここ祭祭祭祭

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

ししししよよよようううう 3月9日 4月13日

木の名札がだんだん増

えてきました。花が咲

いて木の名前がわかり

やすくなりました。

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室

3月19日熱気

球を作りまし

た。黒い熱気

球を空高く上

げるとカラス

が集まってき

たよ。4月16日は空気の流れについて学びました。

子子子子どどどどもももも教教教教室
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千里中央にある千里公民館

は市民の生きがいの場、趣味

の情報や交流の場でもありま

す。180近いサークル活動の教室は既に満杯で、講演

会や新教室の確保が困難と聞くほどの活況ぶりです。

また、豊中東部にある13校

区の公民分館活動が一目で

分る広報誌の展示は素晴ら

しい。その他独自企画の講

演会イベントも盛んです。

詳細案内 (Tel.06-6833-8090)

3年前にオープンした豊中市千里文化センター「コ

ラボ」には市役所をはじめ、図書館、公民館、老人

福祉センター、保健センター、と市民実行委員会が

あります。この６つを市民運営会議が取りまとめ、

豊中東部エリアの行政サービスや生活情報の拠点と

なっています。各施設長と公募市民・学識者など19人が参加した市民運営会議から、新しい協働システムやアイデア

が創出され、暮らしを豊かにするイベントを企画、実施し、市民の関心を高めています。今回は図書館、老人福祉セ

ンター、公民館を探訪しました。

次回は市役所出張所、保健センター、市民実行委員会を紹介します。

シリーズ①豊かな暮らしを創る拠点

東東東東町町町町探探探探訪訪訪訪
⑩⑩⑩⑩

千里文化センター

「コラボ」
施設の愛称の「コラボ」

は「協働」を意味する

コラボレーションの略

で、行政と市民との協

働や市民同士の協働が

行われる場であるとい

う期待が込められてい

ます。

千里中央地区

の真ん中に位置

し、幅広い年代

層と近隣地域

からの利用者

も含め平成

21年度には22.3万

人の来館者を数えました。

特に、市民参加による子ども対象

の事業の多さ、学生を中心とした

読書情報コーナー<YA>、IT端末に

より日経データや法律情報を検索

できるビジネスコーナーなど暮ら

しに役立つ情報提供の充実を図っ

ています。

5月から豊中市と吹田市の図書

館で広域利用が始まり豊中市の千

里、東豊中、高川図書館と、吹田

市の千里、千里山・佐井寺、江坂

図書館6館で共通利用ができます。

詳細案内(Tel.06-6831-0225)

蔵書・利用者が多い

千里図書館
豊中市に住む60歳以上の高齢者に大

人気。利用時間は朝9時～夕5時まで。

新千里地区と千中～柴原間を循環する

送迎バスも運行しています。広いロビー

にはTV、マッサージ器、パソコン、新

聞が、集

会室では

趣味の教

室が活動。

特に入浴

日は盛況で開館を待つ人が…。交通至便で一日平均225人が利用。

休日・入浴日・バス運行時間の詳細案内(Tel.06-6831-0590)

高齢者の生活健康相談と憩いの場

老人福祉センター

生涯学習活動と生きがいネットワーク

千里公民館
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目目目目のののの前前前前でででで確確確確実実実実にににに変変変変化化化化ししししてててていいいいるるるる日日日日本本本本のののの社社社社会会会会構構構構造造造造にににに対対対対しししし、、、、着着着着実実実実にににに適適適適応応応応ででででききききるるるる新新新新ししししいいいい
「「「「地地地地域域域域自自自自治治治治のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ」」」」づづづづくくくくりりりりをををを、、、、他他他他のののの町町町町にににに先先先先駆駆駆駆けけけけてててて豊豊豊豊中中中中市市市市とととと検検検検討討討討ししししてててていいいいくくくくこここことととと
ににににななななりりりりままままししししたたたた。

3月21日 準備委員会立ち上げに向けて検討

会を開催しました。そこで、「東町にふさわ

しい地域自治の仕組みを検討していくこと」

について賛同を得、参加メンバーを決め、皆

さんに幅広く呼びかけていくこととなりました。

4月17日 第1回「新しい地域自治の仕組み準備

委員会」を開催しました。今なぜ新しい地域自治

の検討が必要なのか、背景の確認と認識を参加者

が共有し、今後の進め方とメンバーの構成を話し

合いました。また事務局が設置されました。

これからの日本は

少子高齢化が急速

に進行していくと思われ

ます。今のままの地域行政を今後

も続けていけば、世代間の公平性や財政の

面でも厳しくなって来ます。また、地域に

よって取り組まなくてはならない課題も異

なります。

現在、行政が地域に対して行う事業や資

金援助は縦割り構造で、その結果、個々の

課題を地域全体で共有し各団体が連携して

解決に向かうことが難しい仕組みとなって

います。

一方、住民の側では、地域との関わりを

特に持たなくても、現在の日常生活にはな

んら支障がないということなどの要因で、

地域での人の関わりが弱くなっている面も

見られます。

子育てに環境の良い町となっているか、

高齢者が安心して住み続けられるか、住民

が誇れる東町となっているか。これからは、

住民主体の組織が地域社会の担い手となり

行政と連携して行動し、町づくりに参加す

る仕組みを作らないと、社会変化に立ち遅

れ、将来取り残されてだんだん寂しい町に

なっていく恐れも考えられます。

皆さんの積極参加による「地域自治づく

り」が今、必要となってきているのです。

準備委員会でラウンドテーブル（上下関係なくフリーに、ディスカッショ

ンする円卓会議）などを開催して、子育て世代、高齢世代、青少年などの意

見をまとめて「テーマ別に東町の課題」を洗い出し、整理、優先順位をつけ

ていきます。併行して新しい地域自治組織の仕組みを検討していきます。

構成メンバーは、地域で活動している４団体（連協・分館・福祉・防犯）、

新聞委員会、子育て世代の代表（小学校・ＰＴＡ、ダディーズ）、老人会

（エルダー）、その他・自由参加の住民が参加して、出来るだけ各世代をカ

バーする方針でスタアートをします。

住民の皆さんへのお願い

○ 各自治会での「地域自治の出前講座」の開催をお願いします。窓口は自治会連絡協議会に出席

している評議委員（自治会長ほか１名）です。

○ 今後開催を予定している「東町の課題をテーマとしたラウンドテーブル」の案内を行います。

自由参加ですので、積極的に参加して発言して下さい。

○ 東町の課題を知り、地域自治組織を真に東町住民のものとするため、新しい挑戦に一人ひとり

が一歩を踏み出して下さい。

地域自治準備委員会連絡先・事務局（武藤） 電話 ０６－６８３５－４７４０

Ｅ－mail m-haru@gaia.eonet.ne.jp

東町のことをみんなで考えましょう



(6) 2011(平成23)年5月1日(日) 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63号

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

2222000011111111年年年年度度度度東東東東丘丘丘丘体体体体育育育育協協協協会会会会加加加加盟盟盟盟チチチチーーーームムムム

紹介－１ 分分分分館館館館ババババドドドドミミミミンンンントトトトンンンンクラブ 紹介－２ 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ククククララララブブブブ

40年に亘る歴史を持
つ東丘体育協会。体育
祭や団地対抗リレーな

ど様々なスポーツの祭

典を運営し、東町の活性化に寄与し

てきました。

現在 9チームが加盟、東丘小学校

の体育館やグランドを借用して活動

中です。それぞれ練習や試合以外に、

夏祭り、餅つき大会など東町の行事

に積極的に参加し、スポーツを通し

て子どもの健全育成、住民の親睦に

直接的、間接的に

関わっています。

各チームの近況
や入会案内をこの

誌面で順番に紹介してゆきます。

各チームとも東丘校区の生涯教育の
一翼を担うという当初来の精神を大

切にして今日に至っておりますから、

ぜひ一度練習を見学して、興味のわ

いたクラブがあれば入会してみませ

んか。新しい友人や子どもたちに出

会って素敵な時間を持てるはずです。

種 目 チーム名 部員数 問合わせ先
(電話番号)

会費(月)
(入会金)

練習時間 場所

少年野球 千里東丘少年野球部 20
谷口 勝俊
6835-2582

2000円
(土) 9:00～12:00

(日)13:00～17:00
東丘小

グランド

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ(男) プレイメイツ千里 15 岡谷 正敏
6872-1026

1000円
(日)8:00～10:30

(祝)8:00～10:30
東丘小

グランド

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ(男) 千里東丘 23 纐纈 庸仁
6832-0096

1000円 (日)10:30～13:00 東丘小
グランド

少年ｻｯｶｰ
千里ひじり

サッカークラブ
250 安達 譲

6873-6812

1年生4725円

他 5250円
(土)13:00～17:00 東丘小

グランド

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 分館バドミントン 15 山田 秀樹
090-5009-8919

500円 (水)19:00～21:00
東丘小
体育館

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 東丘バレーボール 5 藤村 展子
090-7358-2859

500円 (土)10:00～12:00
東丘小
体育館

剣 道 東丘剣友会 21 松田 史朗
6872-2612

1000円 (木)19:00～21:00
東丘小
体育館

空 手 護身武道空手東丘 10
中野 博

090-9695-1211

1500円
(1500円)

(火)19:00～21:00

(金)19:00～21:00

東丘小

体育館

エイサー 東(アガリ)会 20
藤村 展子

090-7358-2859 200円 (土)19:00～21:00
東丘小
体育館

モットー
へたでもいい。今日もシャトルを追っ
て元気一杯コートを走り回ります

目 標 豊中市バドミントン連盟団体戦勝利

活動状況 毎週水曜日のPM7時から9時、基礎打ち
とダブルス形式の練習をしています

参加条件 体育館シューズとラケットでＯＫです

メンバー
の声

誰にでも出来るがそれなりにハードな
運動。学生時代から45年ぶりに再開。
最初、悲鳴を上げた手足の筋肉もなん
とか。1年後には腹筋がぜい肉追放。
日焼けがニガテな女性にはピッタリ

校区関係 東丘小にバドミントン部がないのが残
念。誕生したら私たちがコーチします

入会案内
新入会員大大歓迎！小学生から大人ま
で男女、じょうずヘタを問いません。
練習日に見学に来て下さい

モットー
地域住民の親睦と大会出場に向けて練

習します

目 標 大会出場

活動状況 月２～３回、土曜日のAM10時～12時、
東丘小体育館で練習しています

参加条件 体育館シューズがあればＯＫです

メンバー
の声

３人の子育て中のママです。小・中学
校以来20年ぶりにバレーボールを始め、
楽しく、子育てのストレスを発散して
います。子連れでの練習参加もＯＫ

校区関係 今年１月より発足。東町にチームがな
かったので作りました

入会案内

現在は少人数で練習していますので、
体験からでも一緒にプレーしてみませ
んか。遥か昔にされていた方、男性の
方も大歓迎です

東丘体育協会

今月号では

バドミント

ンとバレー

ボールを紹

介します
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防防防防 犯犯犯犯 【ヘルプキット作戦】一人暮しの高齢者が突然入

院。駆け付けた救急隊が必要とする情報は血液型、

持病、かかりつけ医などの医療情報、また家族な

ど緊急連絡先情報。これら情報を紙片に書いてペットボトルに収め、

１家に１台ある冷蔵庫に保管する運動が池田市、尼崎市などで実施

されています。豊中市でも今夏実施に向け準備中と伺いました。

東丘小学校では、児童の下校時の安全確

保のため、PTA及び防犯東丘支部など地域

諸団体の協力のもと「東丘小学校子どもの

安全見守り隊」を結成しています。

この日は見守り隊が児童たちに紹介され、

今年度の活動を開始しました。この後、校

長室で富永校長先生と見守り隊員との間で

熱心な話し合いが行われました。

発発発発展展展展すすすするるるる東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校
本校は、創立46年目を迎えました。ピーク時

には1422人の児童数でしたが、10年ほど前は、

各学年とも１学級の合計163人まで減少しました。

以後、校区内の団地の建て替えが進む中で児童

数が増え、今年度は、402人でスタートしました。

1年生と3年生が3クラスになっています。現在、

校区内では3か所で建て替え工事が行われており、

これから各学年3クラス（児童数600人）規模の

学校になっていくと思われます。

新千里東町は、一人ひとりを大切に学校・地

域が一体になって子どもを育ててくれる素晴ら

しい地域であると知り、選んで引っ越してこら

れたというお話を、昨年度の転入児童の保護者

から何人も伺いました。

地域の様々な団体の方々から、教室等で指導

いただいたり、校区内で温かく見守っていただ

いたり、学校の休業日に子ども向けの行事を組

んでいただ

いたりして

いる事が、

ホームペー

ジなどで紹

介されてい

るのを見ら

れたとのこ

とです。

また、PTAやダディーズ（東丘小学校おやじの

会）の様々な取り組みが、年々活発になってい

ます。地域の方々や保護者と一緒に活動するこ

とが、子どもたちの「生きる力」を育む大きな

原動力になります。

学校・家庭・地域の連携がますます深まる中

でこそ、東丘小学校の発展があります。東町の

「おらが学校」として教職員一丸となって努力

していく所存です。 校長 富永彰一

5555月月月月11111111日日日日((((水水水水))))かかかからららら5555月月月月22220000日日日日((((金金金金))))ままままでででで

くくくくるるるるまままま のののの 周周周周 りりりり にににに

誰誰誰誰ももももいいいいなななないいいい！！！！？？？？

子どもの交通死亡

事故が豊中市で多発しています。運転席からは

こんなにも見えない部分（死角）があることを

子どもたちに教えてあげてください。

東北大震災のような災害に見舞われると、高齢

者も若い人も誰もが被災者に

なります。ヘルプキット作戦

は、全世帯が参加する値打ち

があります。被災地の家族の

安否は、離れて暮らす家族に

とって何よりも確認したいこ

とです。大震災が予知される

関西圏の皆さん、心の準備と

キットを考えてみましょう。

関心のある方はお問合わせを。

higashioka.news2010@gmail.com

４４４４月月月月22225555日日日日 見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊とととと児児児児童童童童ととととのののの出出出出会会会会いいいいのののの会会会会
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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

第３火曜日

午前10時～12時

5月17日

6月21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
5月第2,6月第1(火)

午後1時～3時

5月10日

6月7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

5月10,17,24,31日

6月7,14,21,28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3時～4時半

5月4日休 5月18日

6月1日・15日

将棋も

できます

「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。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。予約

は不要です。当日、コミュ

ニティルームＢ室に直接お

越し下さい。

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～12時

5月21日

6月18日

理科の実験と物作

りをします

科科科科 学学学学 でででで 遊遊遊遊 ぼぼぼぼ うううう
第４土曜日

午前10時～12時

5月28日

6月25日

器具の使い方の訓

練と科学の面白さ

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 ししししよよよようううう

第２水曜日

午後3時～4時半

5月11日

6月8日

校庭の木について

学び名札をつける

ココココ
ミミミミ
ュュュュ
ニニニニ
テテテテ
ィィィィ

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3時～4時半

5月25日

6月22日

タマネギ、ジャガ

イモと花壇つくり

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
6月の第５水曜日

午後3時～4時半
6月29日

留学生などから異

文化を学びます

防防防防

犯犯犯犯

交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 教教教教 室室室室
豊中自動車教習所

午前10時～12時

5月11日

（水）

三世代参加体験型*白バイと写真が

撮れるよ*参加賞もあるよ

交交交交通通通通安安安安全全全全iiiinnnn豊豊豊豊中中中中
セルシー広場

午後1時～3時

5月15日

（日）

＊白バイ乗車体験＊動物村＊子ども機関

車＊子ども用ヘルメットジャンケン大会

地地地地
域域域域

活活活活
動動動動

献献献献 血血血血
東丘小学校

体育館前

5月21日

(土)

午前10時～12時

午後1時～4時30分

今、医療に必要な血液が、不足し
ています。この機会に是非、愛の
献血にご協力下さい。

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

5月22日（日）

6月26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
参加しましょう。

公公公公民民民民分分分分館館館館 社社社社会会会会見見見見学学学学ののののごごごご案案案案内内内内
日日日日時時時時：：：：6666月月月月11111111日日日日（（（（土土土土））））午前8時～午後5時45分

費用：5,500円

行先：奈良県「宇陀松山」

・織田氏４代の城下町

・葛と薬で栄えた町並み散策（ガイド付）

・森野吉野葛本舗と森野旧薬園

・老舗（本葛、地酒、醤油、和菓子）

・新鮮野菜直売所

集合：午前7時50分 東丘小学校西門前

公公公公民民民民分分分分館館館館 ススススポポポポーーーーツツツツ大大大大会会会会ののののごごごご案案案案内内内内
日日日日時時時時：：：：6666月月月月22226666日日日日（（（（日日日日））））午後1時～

場所；第八中学校体育館

競技種目：ファミリーバドミントン

申し込み：各自治会・団体2チーム以内

（3名1チーム）

持ち物：体育館シューズ

＜＜＜＜受受受受付付付付＞＞＞＞日日日日時時時時：：：：5555月月月月22221111日日日日（（（（土土土土））））午午午午前前前前11110000時時時時

場所：コミュニティルーム（東丘小学校内）

＊午前10時の時点で定員(40名)を超えた場合

には抽選となります

＊受付当日参加費をご用意ください

申込者1人につき2名まで申し込みできます

問合せ先 清水（070-6689-5871）

＊申込み締め切り 6月19日（日）

＊ガーデンヒルズ315早田まで申し込んでください

問合せ先 早田（090-3056-5901）

平野(06-68 33 -6 93 4)

夏夏夏夏祭祭祭祭りりりりにににに参参参参加加加加ししししまままませせせせんんんんかかかか
ススススタタタタッッッッフフフフをををを新新新新規規規規募募募募集集集集ししししまままますすすす

今年も夏まつり（8月20日予定）がやって来ま

す。楽しい夏祭りにするための準備に取りかかる

時期になりました。協力頂ける方々を募集します。

面白い出し物、模擬店等一緒に考えませんか。

夏祭り実行委員会（連協）事務局 武藤

090-82 10 - 24 98 m-haru@gaia.eonet.ne.jp

うううう だだだだ


