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「こぼれび広場」の活用を
みんなで考えてみませんか!
こぼれび通り沿いにあまり
使われていないフジ棚のある
広場があるのをご存じですか。
たとえば、この広場で、子ど
もと大人がいっしょに楽しむ
「外あそび教室」や「竹工作
教室」を開いたり、ときには
「オープンカフェ」や「野外
コンサート」を開催すること
ができれば、楽しい交流の場
となり、通りを歩く楽しみも
ふえることでしょう。
みんなのアイデアを集めて、
広場の活用を考えましょう。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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とよなか安心キット

福祉の広場
東丘小学校の春の体験学
習を手伝いながら楽しい取
材をしてきました。
5月18日(水)晴れ、3年生は学校建物の中の廊下、
5年生はモノレール千里中央駅、大丸ピーコック、
千里体育館までの通路が臨時の教室。高齢者や障
がい者の車いすの乗り降りをイメージしたり、坂

5月21日(土)、日赤の協力

6月8日(水)梅雨の合間の晴れ、4年生対象のクリー

を得て本年度の献血運動を東

ンタイム。6班に分かれて校区内の団地周辺道路を
東丘小の体験学習は、他にも毎年12月に全学年で
開催の餅つき大会、2月に2年生対象の昔遊びと大
根パーティがあります。毎回体験学習を支えてく
れるのは、ＰＴＡ、老人会、ダディーズ(オヤジの
会)、福祉委員、民生・児
童委員の皆さん。
東丘小の児童がきちんと
挨拶が出来、大人との会
話も堂々と出来るのは、
こういう体験学習の機会
に大人たちと交流がある
ためでしょうか。

★65歳以上のひとり

暮らし高齢者で豊中
市に登録した人が利
用できます。
★緊急連絡票(医療
情報)を保管容器に
入れ、自宅の冷蔵庫
に収納します。
★ 安心キットは救急活動が要請されたとき救急隊
員が活用します。★問合わせ先 社会福祉協議会
06-6848-1279

道の後進など多くのことを学んだ1日でした。

清掃。最後にメゾン千里の前で成果と共にパチリ。
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丘小学校で実施しました。

ボランティアさん募
募集中！
校区福祉委員会は"住んでみたい東町、住み良い
東町"づくりのため様々な課題に取り組んでいます。
安心で安全な子育ての支援、一人暮らし高齢者
等要支援者のための小地域福祉ネットワーク活動、
各自治会との連携強化、福祉委員の若返り等々。
課題解決には、幅広い世代、男女、子育てから
介護まで多様な経験者のご協力が必要です。
★ボランティア募集窓口 福祉委員会 山田

(Tel)090-5009-8919 (Mail)hidekiy@labrid.jp
5月号で報告した福祉活動特別賛助会員に三英興産
(株)様が追加となりました。ありがとうございまし
た。皆様、来年もよろしくお願いします。

第２回 ガーデンヒルズ(ＧＨ)フェスタ 開催
ガーデンヒルズ千里中央では、一緒に暮らす
居住者がコミュニケーションを高め、楽しく住
み良いマンションライフを目指すことを目的に、
5月29日（日）にマンション内エントランスホー
ルで、2回目の管理組合主催親睦会「ガーデンヒ
ルズフェスタ」が開催されました。
当日は朝から北大阪地方に大雨警報が発令さ
れていたにもかかわら
ず270名もの参加者が
集まりました。参加者
にはお弁当が配られた
ほか、新たに発足した
パパの会の焼き鳥コー
ナーや子供会のベビー
カステラコーナーが設
けられ、ランチや会話
を楽しみ大いに盛り上がりました。

居住者同士の自己紹介＆じゃんけんゲーム大会
やクラブ活動の作品発表、新入学の子供たちの紹
介、全員で合唱などの催しが行われ、普段なかな
か会話がなかった人たちとも新しい交流が始まり、
新たな親睦の輪を広げることができました。
また、がんばれ東日本！と題してチャリティー
マーケットを開催し、各家庭で眠っていた贈答品
などが提
供され、
売上げ金
が東日本
大震災復
興義援金
として被
災地に寄
付されま
した。
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公民分館

う だ ま つ や ま

6月11日午前8時、前日の
大雨がまだ残る中、48名を
乗せたバスは一路、大和の
宇陀を目指して出発。
約1300年前に、柿本人麻
呂が「ひむがしの野にかぎ
ろひの立つみえてかへりみ

奈良

宇陀松山 見学

(奇数月1日発行)
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が生活をしている【重要伝
統的建造物群保存地区】で
す。江戸時代中期の薬問屋
を改修した“薬の館”では
こうし
昔の暮らしの跡を。格子、
むしこまど

うだつ

いぬやらい

虫籠窓、卯建、犬矢来、な
どは地元のガイドさんが丁
寧に説明してくださり、3グ
ループに分かれての散策は
見所満載。特に250種の薬草
すれば月かたぶきぬ」とい
う歌を詠んだといわれる
が栽培される“森野旧薬園”
は足元が悪い中でも熱心に
“かぎろひの丘万葉公園”
に着いた頃には雨も小降りに。廻りの山々はまる 見学。ここは吉野葛でも有名です。昼食の今坂料
いざな
で墨絵の世界で私達を古代の世界に 誘 ってくれ 理旅館での【薬草料理】は吉野葛のお刺身や薬草
ました。宇陀は壬申の乱の時代には、鳥獣や薬草 のてんぷらなど珍しいものがいろいろ。傘もあま
おだのぶかつ
の狩りの場として、戦国時代には織田信雄の所領、 り濡れることなくしっとりと飛鳥の昔や江戸時代
そして天領時代を経て今も昔の町並みの中で人々 にタイムスリップした一日でした。

八千代クラブ

in 京都

(ひとり暮らし高齢者の会) 社会見学
6月17日(金) 運行前日の天気予報は「120㍉の
大雨」。明けて予報は大外れ、雨の気配なし、天
候に恵まれた一行26名は晴れ晴れとした気分で出
発、目的の京都へ向かいました。西陣織会館から
スタートし
呼物の着物
ショーや機
織など西陣
の歴史や文
化、伝統芸
や展示品な
どに触れて
一行は感歎
の声。お昼は東急ホテル京都で高級和牛に舌鼓、
午後は八つ橋庵「かけはし」で創作生八つ橋とお
うすの体験をし、お土産は西利のお漬物等を手に
ゆったりとした工程で一日が経過しました。帰着
後体力的にも余裕が有ったのか「またね、またね」
と笑顔の散会でした。

ひとり暮らし高齢者の会八千代クラブ
入会問合せ
電話:6832-3161 苅野（八千代クラブ会長）
6831-5266 安井（校区福祉委員会会長）
6831-4195 中村（民生・児童 地区委員長)

新入生歓迎パーティー
主催：東丘ダディーズクラブ
5月22日(日)
午前10時より、
東丘ダディーズ
クラブ主催、東
丘小PTA・東丘こ
ども教室共催で、
「新入生歓迎焼肉パーティー」を東丘小学校で
行いました。参加者は、子ども170名大人70名で
雨にもかかわらず大盛況でした。まずは体育館
でチーム分けをしながら新一年生参加者の紹介。
その後、体育館で７チームに別れてゲームをし
ました。当初の予定では、ゲームは一時間ほど
で終わるはずでしたが激しい雨が降ってきたた
め、お父さんたちが大奮闘するも焼肉の出来上
がりが遅れて結局2時間ゲームをしました。でも
子どもたちは、先生やみんなととても楽しそう
にゲームに熱中していました。12時30分にやっ
と焼肉が出来上がり。おなかペコペコの子ども
たちは、肉も野菜もたくさん食べてほとんど残
りませんでした。焼肉を食べた後も、体育館と
校舎を使ってポイントラリーゲームを実施し3時
ごろまで楽しく過ごしました。また、先生方やP
TA役員をはじめ多くの保護者の方が焼肉やゲー
ムの手伝いをしてくれたので大変助かりました。
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シリーズ② コラボでは行政サービスと市民実行委員会が 新しい試みに取り組んでいる

東町探訪

千里文化センター

⑪

「コラボ」

前号で千里文化センター「コラボ」にある、図書館や公民館、
老人福祉センターを紹介しました。今号では千里保健センター、
豊中市役所新千里出張所と、コラボを市民の手で交流の場に育
てるための市民実行委員会の活動を紹介いたします。

市民課業 務 国民健康保険の手続きが出来る

豊中市役所 新千里出張所
市役所業務
の根幹、住民
異動届、戸籍
届、住民票な
どの証明書、
国民年金の一
部が出来ます。
国民健康保険、介護保険などの手続き、ただし、
専門的な相談が必要な福祉関係、市税関係などは
本庁扱いになります。

住 民 基 本台 帳 カ ー ド があれば、住民票、印鑑
証明書が自動交付機で時間外や休日でも簡単につ
くれます。来年3月末迄なら手数料は無料です! 詳
しくは③窓口でお尋ね下さい。(Tel.06-6872-0573)

健康づくりのことなら

千里保健センター
豊中にある3保
健センターの1つ
千里保健センター
には7名の保健師
が常駐し母子手帳
の交付、乳幼児検
診、予防接種など
の実施と子育て情報の提供を
行っています。また、市民健
康診査やがん検診の案内、健
康相談、講演会のほか「百万
歩ウォーク」の受付も行っています。
詳しくは(Tel.06-6873-2721)までお問合せ下さい。

コラボでは公募

市民の力で
で選ばれた市民実
地域交流の場を生み出す

行委員と随時募集
のサポーターがカ
フェや屋上庭園の運営、多目的スペースの催し
などを行っています。詳細はカフェまたは事務
局まで(Tel.06-6831-4133)

市民実行委員会

■コラボ・カフェ
コーヒーやジュースなどの飲み物を提供すると
ともに、月2回（第2.4土）の「住まいの相談」
や月に3回（第2.4水・第4土）の「市民活動の紹
介・相談」のほか、
市内に在住の外国人
や留学生の話を聞く
「多文化カフェ」な
どを開催しています。

■多目的スペース
市民実行委員が企画し
たコンサートや講座、
季節ごとの親子イベン
トのほか、絵本をテー
マにして大人が語り合う「大人のための絵本カ
フェ」などの楽しい集いが、カフェ横のスペー
スで行われています。

■屋上庭園
コラボの屋上には、市
民のだれもが青空の下
で花や緑を楽しみなが
ら憩うことのできる
「屋上庭園」があります。ベンチやテーブルも
備えられていて、花々を鑑賞することができま
す。この庭園は市民実行委員会の屋上担当の委
員とサポーターが毎週月曜日と木曜日に手入れ
をしています。年に2回ほど、だれでも参加でき
る花づくりの体験講座も行われています。
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東町のことをみんなで考えましょう
第３回 地域自治準備委員会が開催されました
6月25日 東町会館 午後7時～
地域自治って何？ 夏祭りもない、運動会も
ない、もちつき大会もない、児童の見守り活動
もない、地域の様子を伝える広報誌もない、こ
んな東町を想像できますか。でもこれらはどの
町にもあるのが当たり前なのでしょうか。

東町ではいろいろな団体がそれぞれの役割を
担って、多くの協賛者やボランティアがそれを
支えています。住民の無関心や担い手の不足か
らこれらの活動が行き詰まるところもあるので
す。私たちは来るべき東町の未来に、どのよう
な新しい地域自治の仕組みが相応しいのか真剣
に議論を重ねています。

東町では、現在どのような団体
が活動しているのでしょうか。行政との関わりは、
団体間の連携はどのように図られているのでしょう。
先ずは、認識の共有から始めます。
高齢化による担い手の不足、特定の人に負担をかけすぎていない
か。若い人材に町づくりに参加して欲しい。切実な意見や課題を
認識して、明日の東町を描きます。
名前は聞いているが、活動の姿が見えない。え！ そんなに
大事な働きを担っていたのですか。東町には、まだ
私達の知らない団体や、汗を流している人たちが
大勢いるようです。

東町の皆さんにお願い 地域自治準備委員会では、委員による東町における自治活動の実情やニー
ズの把握、課題の抽出を始めています。住民の皆さんは、今後開催を予定しているラウンドテーブ
ルに是非参加いただき、自由な話し合いの中で一人ひとりが町づくりに一歩を踏み出して下さい。
東町の皆さんが気軽に話し合う

ラウンドテーブル
により多くの方の参加をお願いします。

第１回 とき 7月3日 (日) 午後2時～4時
第２回 とき 7月24日(日) 午後2時～4時
ところ 東町会館（新千里東郵便局2階）
定員60名
問合せ 090-8210-2498 武藤
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東 町の誕生と同時 に芽 生え、東 町の人々を見
守る 二本の大きな赤 松があります。
もみじ橋通りで、公園の一番高い場所から数メー
トル西側の山に生える写真のような 十数メートル
の二本の赤 松です。
ここは、もみじ 橋道 路を通すため、山を削っ
た
場所で、削っ
た斜 面に芝 生を植えていました。
その芝 生の中に数センチの松が芽 生え、二本が寄
り 添うように生え、また少し 西側にも 本 生え
ていました。
私は通 勤の時 、この松の生長 を楽 しみに見守 っ
ていました。昭和 四十 三年のことです。
それからまた 四十 三年 が経ちました。赤 松は
東 町の人々を毎 日見守りながら、写真 のように
立派に成 長しました。少し 西側にあっ
た赤 松は、
数年前 切られました。残念に思っ
ています。
残っ
たこの二本の赤 松を、東 町の歴史としていつ
までも見守 っ
ていきたいとおもっ
ています。
山 田（
寿 〕記

東町と共に生きる赤松

(奇数月1日発行)
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千里竹の会からのレポート
6月10日八中生徒の一年生93名が体験学習で東
町公園の竹林見学にやって来ました。
当日は定例の作業日でないため、作業活動風景
は見せられませんでしたが、実際に生徒にもノコ
ギリを持ち切断を体験をして貰いました。
後日、生徒たちから感想文が寄せられました。

体験は短時間でしたが、その体験や竹林に対す
る彼らの素直な感想が綴られておりました。幹事
会でも回覧し、一読した会員からもその鋭い観察
内容に賞賛の言葉が聞かれました。
お世話をした者のひとりとして大変うれしく思
いました。
千里竹の会 東町公園担当幹事 谷本久雄

2011年度東丘体育協会加盟チーム紹介 今月号ではソフトボール２チームを紹介します
紹介－３

千里東 丘ソフ トボー ルクラ ブ

モットー 全員参加、楽しく前向き真剣に
目 標 技術と体力の向上
活動状況

毎週日曜日東丘小学校グランドにて
10時30分～13時00分

参加条件 東町在住の社会人で協調性のある方
一緒にアツいソフトボールを楽しみま
メンバー しょう!中高年の方、特にお待ちして
の声 います！もうひと花咲かせましょう！
ＰＴＡ、卒業生、東町在住者など、校
校区関係 区内の活動、行事に積極的に取り組ん
で行きます
入会金なし、参加費月千円、常時入部
受付中、見学自由、入部希望される方
は代表 纐纈庸仁までご連絡下さい。

入会案内

090-3998-6225（19時以降希望）
Mail：kaja4693vo74656@ezweb.ne.jp

紹介－４ プレイメイツ東丘(ソフトボール）
モットー 明るく楽しく元気よく
目 標 メタボリック解消
活動状況 日曜･祝日午前 8:00～10:30(東丘小)
参加条件 早起きができてソフトボール大好きな方
そろそろ中年に差し掛かったメンバー
が多数います。が、皆ソフトボールが
メンバー 大好きで、飲み会では酔っぱらいなが
の声 らいつも守備打撃等について熱く語っ
ています。
校区関係

東丘校区少年野球部 約30年前のＯＢ
がたくさんいます

練習日気軽に見学に来てください。
おもしろそうなら声かけてください。
入会案内 一緒に楽しみましょう(参加費月千円)
問合わせ先：岡谷正敏 6872-1026

5月1日号にて紹介した「バレーボールクラブ」の問合わせ先電話番号を誤って記載
しました。お詫び申し上げますとともに次の通り訂正させて頂きます。

藤村展子様の問合わせ先電話番号は ０９０－７３５８－２８５９です
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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５月末の防犯総会に息せき切って現れたのは、キャスター付
きのケースに背広姿の新役員Ａさん、出張先から直行という。
第一線で働く年齢層の地域参加が大変といわれる中、総会には
年々若い防犯委員が増え楽しみです。地域活動を仕事の合間の
息抜きとして、まずは楽しんで参加していただきたいものです。

防犯委員のご協力を得て、今年も下記の通り地域
のパトロールを行います。夜の東町をみんなで点検
して歩きましょう。親子での参加も大歓迎です。

《日時》 7月22日（金）7月29日（金）
8月 5日（金）
いずれも午後7時50分～
《集合場所》近隣センター交番（郵便局横）
2011夏祭り盆踊り大会
今年も盆踊り練習会を行います。
日時：7月5・12・19・26日 8月2・9日
毎週火曜日午後7時30分～8時30分
場所：東町近隣センター広場
8月13日(土)午後6時30分～ セルシー納涼祭
8月20日(土)午後8時～ 夏祭り盆踊り本番
主催：盆踊り盛り上げ隊・八鼓（和太鼓サークル）

◆販売組織の加入者が、仕事の実態を
説明せず、「人を紹介するほど儲かる」と
利殖をあおって知人等に大量の商品（健康器具、
化粧品など）を購入させ、新たな会員を加入させ
ることで利益を得ようとするもの。
◆悪質業者は「う・そ・つ・き」と覚え
ましょう。
「う」うまい話を信用しない！
「そ」そうだんする！
「つ」つられて返事をしない！すぐに契約を
しない！
「き」きっぱり、はっきり、断る！

不安を感じたら＃9110
（警察総合相談窓口）

《芝張り場所》運動場の東側及び南側（地図）
《作業スケジュール》
7月初旬～土壌改良工事等
このたび、大阪府の補助を得て、東丘小学校の
開始（業者）
運動場の一部を芝生化することになりました。
7月16日芝張作業終了後、
圧着等作業（業者）
つきましては、以下の通り、芝張作業を実施いた
しますので、地域の皆様のご協力をお願いします。 8月末まで芝生の養生
2学期から利用できます。
《維持管理について》
維持管理作業軽減のため、タイマー付きスプリ
ンクラー、エンジン式芝刈り機、肥料、目土散布
機を購入します。
《日時》7月16日（土）
《今後の維持管理について》
午後1時30分から3時ころまで
大阪府の補助は芝張経費のみで、今後の維持管
荒天の場合順延
理は、地元で行う必要があります。（雑草取り・
《集合場所》体育館前
芝刈り作業・肥料や目土・冬芝の準備等）
《服装》 作業ができる服装
作業内容が具体化した時点でご案内しますので、
その節はご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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東町の７月
月・８月の行事・催しのお知らせ
福福福福

子 育 て サ ロ ン 第３火曜日
つ く し ん ぼ 午前10時～12時

祉祉祉祉

ふれあいサロン
福祉なんでも相談

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

子ども囲碁教室
理科実験教室
科学で遊ぼう

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

グリーンマップ
作り

土 と 親 し む
宿泊カレーパーティ

地地地地

芝 張 り 作 業

域域域域

地域自治
ラウンドテーブル
第4回 地域自治
準 備 委 員 会
夏の地域
合同パトロール
千里中央
セルシー納 涼 祭
東町夏 祭 り
盆 踊 り 大 会
アダプトロード
清 掃

活活活活
動動動動

7月19日 会費
幼児を遊ばせながら、保護
東町会館
8月16日 100円
者どうしが交流する場です。
第１火曜日
7月5日
会費
東町歯科医院・中川敏和先
東町会館
午後1時～3時
8月2日
100円
生の[お口の健康について]
毎週火曜日
7月5,12,19,26日 東町会館 専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8
午前10時～12時
8月2,9,16,23,30日 管理人室 higashiokasodan@gmail.com
第 １ 第 ３ 水 曜 日 7月6,20日
将棋も
「放課後子どもの居場所プ
午後3時～4時半
8月夏休み
できます ラン」として実施されてい
第３土曜日
7月16日 氷を使ってアイス ます。東丘校区の小学生と
午前10時～12時
8月休み キャンデーを作る 保護者・地域の皆さんも参
加できます。子どもたちが
7月22日(金)午後1時30分～ 改良型100m飛ぶ
放課後や週末を安全に健や
8月27日(土)午前10時～
ロケットを作る
第２水曜日
7月13日 校庭の木について かに育まれるよう、地域諸
午後3時～4時半
8月休み 学び 名札をつける 団体や学識経験者の協力を
得て開催しています。予約
第４水曜日
7月27日 畑の管理
は不要です。当日、コミュ
午後4時～
8月24日
ニティルームＢ室に直接お
7月30日(土)
東丘小学校校庭
越し下さい。
～31日(日)
7月16日(土)
東丘小学 雨天・荒天（警報発令時）は翌日に順延。大阪
午後1時30分～3時 校・校庭 府の補助を得て運動場の一部を芝生化します
第1回7月3日(日) 東町会館
東町にお住まいで地域自治に関心のある方。
問合せ：事務局 090-8210-2498 武藤
第2回7月24日(日) 午後2時～4時
7月24日(日)
地域自治準備委員会は公開を原則に開催してい
東町会館
ます。何方でも自由に傍聴することができます。
午後4時30分～6時
7月22日(金)・29日(金) 集合：午後7時50分 親子での参加も大歓迎です。
場所：新千里東郵便局並びの交番
8月5日(金)
8月13(土)～14(日) セルシー 子どもみこしの参加者を募っています。
午後2時～
広場 13日午後18時30分から千里音頭の披露。
8月20日(土)
東丘小学 当日雨天の場合は日曜日に順延。各家庭に「金
午後5時～9時30分 校・校庭 券・抽選券」付きのチラシ案内をお届けします。
町も心も気持ちよく[こぼれび通り] [もみじ橋
7月24日(日) 午前9時 集合場所
通り]に分かれ清掃します。お子さんも一緒に
8月28日(日)
～10時 東丘小学校
参加しましょう。

健康教室のお知らせ

東町夏祭 り 盆踊り大会
小 学 児童 のポスターを募 集 い た します
応 募 者全 員 に景 品 をさしあげます
作品は八つ切り画用紙（タテ）27x38cm
作品の中に次の3点を必ず記入して下さい
開催日時：8月20日(土)雨天順延
時
間：午後5時～9時30分
場
所：東丘小学校運動場
作品の裏面に、住所・学年・氏名を記入して
各自治会長経由で連協会長に届けて下さい。
締め切り：7月21日 作品は掲示板に掲示します
問合せ 河野：6832-3964 武藤：6835-4740

ふれあいサロンの時間を利用して
健康教室が開催されます。
時
：7月5日(火)午後1時30分～2時30分
場 所：東町会館（新千里東郵便局2階）
テーマ：「お口の健康について」
歯周病について、かむこと、
食べることの大切さ。
お口の体操、マッサージなど。
講 師：医療法人慈恵会東町歯科
理事長 中川敏和先生
主 催：東丘校区健康づくり推進委員会
共 催：東丘校区福祉委員会

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

