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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

敬敬敬敬老老老老のののの集集集集いいいい 9999月月月月11117777日日日日((((土土土土))))11112222：：：：44445555～～～～ 東東東東丘丘丘丘小小小小体体体体育育育育館館館館

今今今今年年年年のののの新新新新ししししいいいい試試試試みみみみ１１１１：：：：地地地地域域域域ふふふふれれれれああああいいいいテテテテーーーーブブブブルルルル

招待者、来賓、小中学生、家族の方は共に、

花のあるテーブルを囲

んで10人ずつ座って頂

きます。お互いに地域

の人のふれあいを楽し

んで下さい。

東町にお住いの65歳

以上の方（今年は2,303

人）には豊中市から招

待状が送られました。

この「集い」は地域に

新しい顔見知りができ

る大事な「地域デビューの日」として、ぜひご

参加下さい。招待者には、例年のように市から

の記念品、東丘小学校児童のお祝いメッセージ

付き折鶴などが用意されています。 テーブル

の花器はすべて「千里竹の会」のご好意による

ものです。

今今今今年年年年のののの新新新新ししししいいいい試試試試みみみみ２２２２：：：：111100000000歳歳歳歳イイイインンンンタタタタビビビビュュュューーーー

東町に元気な100歳の方が2人おられます。楽

しいエピソードをお聞きできるかも知れません。

米寿を迎えられた方（今年は25人）の有志から

コメントを頂きます

今年の総合司会は新新新新居居居居恵恵恵恵理理理理ささささんんんん（ＯＰＨ）に

お願いしております。ご期待下さい。

「「「「敬敬敬敬老老老老のののの集集集集いいいい」」」」プログラム

＊第八中学校ブラスバンドの演奏

＊開会式の挨拶と100歳と米寿のお祝い

＊東丘小学校1年生斉唱

＊東丘小学校高学年生のバトン

＊第八中学校生のバトン

＊東丘小学校先生方の演劇

＊安井会長の息抜き体操（全員参加）

＊盆踊り盛り上げ隊の千里音頭（全員参加）

＊東(アガリ)会の沖縄エイサーと南中ソーラ

ン ＊八鼓の和太鼓

（順番や時間は当日配布のプログラムで確かめ

て下さい）

注注注注意意意意：車イスでのご来場を希望される方は予

め福祉委員までご相談下さい。安全のためどな

たも東門よりお入り下さい。例年同様、西門は

閉鎖しています。車でのご来場はご遠慮下さい。

《敬老の集い》会場図

敬敬敬敬老老老老のののの集集集集いいいい初初初初参参参参加加加加はははは地地地地域域域域デデデデビビビビュュュューーーーのののの日日日日、、、、新新新新たたたたなななな人人人人生生生生のののの門門門門出出出出をををを祝祝祝祝いいいいままままししししょょょょうううう

福福福福祉祉祉祉のののの広広広広場場場場

福福福福祉祉祉祉委委委委員員員員会会会会････公公公公民民民民分分分分館館館館共共共共催催催催

「知って得するお金の話」
[マネー]新時代の資産管理ーーーー東町会館2階集会室

退職金、相続財産などの資産運用に失敗して、

不幸になる例をよく耳にします。この講座に参加

して、マネー新時代の基礎知識を身につけて頂く

事をお勧めします。第4回は「まとめ」ですが、

土・日しか時間のとれない人のために、この日だ

け受講しても効果が得られるようなプランになっ

ています。

問い合わせ：福祉委員会 高野(6832－1951)まで

第1回 10月7日（金） 午前10時～11時30分

「ニッポンの経済 いま、むかし、これから」

第2回 10月14日（金） 午前10時～11時30分

「これだけは知っておきたい人気金融商品のポイント」

第3回 10月21日（金） 午前10時～11時30分

「このままで大丈夫？基本から学ぼうライフプランニング」

第4回 10月22日（土） 午前10時～11時30分

「暮らしの金融セミナー まとめ」

講師(第1･3･4回) 野村證券（株）投資情報部

須長忠男氏

講師(第2回) 同社千里支店 田島亮一郎氏

夏夏夏夏祭祭祭祭りりりり古古古古本本本本市市市市（福祉委員会・人権協議会）

8月20日の夏祭りは、皆

さんのご協力により、例年

以上にたくさんの本が集ま

り、販売致しました。子ど

もの本は一冊10円、大人の

本は一冊30円で買って頂き、

総計46,195円の売り上げとなりました。 この

売上金は福祉委員会、人権協議会の活動資金と

して活用させて頂きます。残った文庫本はモノ

レール千里中央駅に寄贈させて頂きました。

東東東東日日日日本本本本大大大大震震震震災災災災応応応応援援援援チチチチャャャャリリリリテテテティィィィーーーーココココンンンンササササーーーートトトト
7月25日昼、仙台の合唱団を迎えて、ライフサイ

エンスビルの1階ホワイエで、豊中混声合唱団、豊

中少年少女合唱団、女声合唱団アルモニレジュイ

（コラボを本拠とする）など地元の合唱団もジョ

イントして、「ふるさと」など美しい歌声を響か

せ、義捐金を募りました。この模様はその夜のＮ

ＨＫテレビで放映され、聴衆として参加した東町

の女性がテレビに大写しになりびっくりしました。
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

7777月月月月33330000日日日日((((土土土土))))33331111日日日日((((日日日日))))東東東東丘丘丘丘小小小小

学学学学校校校校でででで『『『『宿宿宿宿泊泊泊泊カカカカレレレレーーーーパパパパーーーーテテテティィィィーーーー』』』』

を行いました。地域の子ども達の

為に、毎年7月に東丘ダディーズ

クラブ（いわゆる「東丘小学校お

やじの会」）を中心に小学校・PT

A・地域の方々のご協力のもと、

校庭にテントを張って泊ります。

学校の畑で、東丘こども教室が

収穫した野菜は、まるまる太った

立派なもの。そのジャガイモとタマネギを用い、

カレーライスをみんなで食べる、一大イベント

なのです。

日帰りと宿泊者（82名）を含め220名の参加が

ありました。初日5～6年生が集合、家庭科室で

調理しました。午後1～4年生も合流、全員プー

ルでお楽しみ。熱中症が心配で、今年は昼間を

避け夕方にテント設営。日帰り参加者とテント

の整った班は体育館でゲームや、テントの中で

楽しんだ。 お待ちかねの夕食タイムは300食分

のカレー。40分程で三つの大鍋は見事空っぽ。

後片付けとキャンプファイヤー準備中、子ども

達は全員体育館でゲームを楽しむ。

キャンプファイヤー

「火の神」

に目玉お

やじが駆

けつけ点火。また、ダディー

ズのスタンツはテレビド

ラマ「マルモのおきて」

でおなじみの“♪マル・

マル・モリ・モリ!”芦

田愛菜ちゃんと鈴木福く

んに扮するお父さんと、謎の “まりもダンサー

ズ”が子ども達の前で踊りを披露。

みんな大きく盛り上がりました。キャンプファ

イヤー後、日帰り参加者は帰宅。宿泊組は肝試

しの後、各テントに分れて就寝準備。非日常の

体験に子供たちも大興奮。

暑くて眠れないのではと心配しましたが、例

年になく肌寒い一夜だった。翌朝6時半起床。

ラジオ体操。朝食。テント片付けた後は、再

度プールを楽しみ、10時に解散。

ケガもなく無事終えることができ、子供たち

に、またひとついい思い出ができたと思います。

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 6666月月月月22226666日日日日

（（（（日日日日））））八八八八中中中中体体体体育育育育館館館館 自治会・

地域団体12チームが参加。ファ

ミリーバドミントンを開催。

初参加者や、即席チームも

多かったようです。試合を重ねるごとに上手にな

り、白熱の試合でした。大きなシャトルと柄の短

いラケットから受ける「簡単そう」のイメージと

は異なり、なかなかこたえます。

分館メンバーの最年少者は「先輩方を疲れさせ

てはいけない」と、シャトルを追いかけまくった

結果、翌日は歩き方もぎこちなく筋肉痛…でも、

ファミリーバドミントンの真の良さは、誰もが手

軽にできるスポーツ！

実は、必死に走らずとも、『2打以内で相手に

返す』というルールと、ス

ポンジボール付きの大きな

シャトルの『滞空時間の長

さ』を生かせば、得点のチャ

ンスは到来！

実際、先輩チームは、そ

の頭脳的なプレーを発揮。

決勝戦は同じマンション

同士の対決で、あかしやＡ

チームが優勝！

また1コートは開放し、応援に駆けつけた子ど

もたちに楽しんでもらった。

世代を超え、地域スポーツに親しめたひととき

を嬉しく思います。参加者の皆様ありがとうござ

いました。

2本ともあかしやに行ってしまったトロフィー

を奪還すべく、来年も参加ください。

暑い日で熱中症対策も含め,第八中学校の校長

先生や教頭先生に大変お世話になりました。

改めてお礼を申し上げます。

フフフファァァァミミミミリリリリーーーー

ババババドドドドミミミミンンンントトトトンンンン大大大大会会会会

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

大阪府の支援のもと東丘小

学校の運動場(面積7,800㎡)の

一部(1,000㎡)にティフトン芝

が張られ、2学期から、利用で

きるようになります。芝生化

の場所は、右図の通りです。

＜＜＜＜ここここれれれれままままででででのののの経経経経過過過過＞＞＞＞

7月 5日（火）工事開始

7月16日（土）午後:児童や

保護者、地域の方など約200名

で芝張り作業を行いました。

8月6日（土）午後:雑

草取り実施：芝刈りを

予定していましたが、

成長が遅く雑草取りの

みを行いました。

8月18日（木）午前:

第1回目の芝刈りを行いました。雑草取りの後、

エンジン式芝刈り機で芝刈り、その後散布機で肥

料をまきました。

＜＜＜＜今今今今後後後後のののの予予予予定定定定＞＞＞＞

毎月1～2回 芝の手入れを行います。内1回は、

アダプト美化活動（毎月第4日曜日 午前9時～）

に合わせて行います。どなたでもできる作業です

のでご参加ください。

10月:冬芝の種をまきます。

寒い季節にも青々とした芝が

楽しめます。

＜＜＜＜芝芝芝芝基基基基金金金金ににににごごごご協協協協力力力力くくくくだだだだささささいいいい＞＞＞＞

来年度以降、芝の維持管理

に年間10万円～15万円必要で

す。芝基金の募金活動（募金

とアルミリサイクル）を行い

ます。ご協力ください。

募募募募金金金金：：：：募募募募金金金金箱箱箱箱が街角広場に

あります。町内の行事がある

ときには現地に置きま

す。

アアアアルルルルミミミミリリリリササササイイイイククククルルルル：

2学期から学校内にア

ルミ缶置き場を設けま

す。コミュニティルー

ムへの通路沿いにありますので、学校に来られる

ときには、不要なアルミ缶をお持ちください。集

まったアルミ缶は再生業者に売却し、芝基金にな

ります。

芝生の維持管理は「東丘小学校芝生化実行委員

会」が担当しています。ご意見・ご要望がありま

したら、小学校を通じて実行委員会までお願いし

ます。

夏の子ども教室

は涼を求めての内

容を考えました。

一年生の参加が多くなりました。今号は2教室

の報告をします。

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室 アアアアイイイイススススキキキキャャャャンンンンデデデデーーーーづづづづくくくくりりりり

氷に塩を加えると－10℃近くになります、この

性質を利用してアイスキャンデーのもとの溶液

を容器に入れ、氷を砕き塩を加えた中で冷やし

凍らしました。少し塩っぽいアイスキャンデー

が出来ました。

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう 改改改改良良良良型型型型水水水水ロロロロケケケケッッッットトトト 毎年人気

のロケットですが、今年は改良して例年にも増

してよく飛びました。

新しい芝生の前から

職員室前まで飛びだ

し、びっしょりにな

りながら、何回も発

射していました。

子子子子どどどどもももも教教教教室室室室 千千千千里里里里東東東東丘丘丘丘少少少少年年年年野野野野球球球球部部部部

モットー 練習は厳しく！試合は楽しく！！

目 標
一試合でも多く勝つこと。でもその
前に「子どもらしく・礼儀正しく・
友情を大切にする」事。

活動状況
主に東丘小学校グランドにて練習。
毎週土曜日9時～12時、日曜日12時
～17時、（祝日10時半～17時）

参加条件
男女問わず東丘小学校の児童1年生
～6年生（女性部員もいます）

メンバー
の声

初心者大歓迎。一緒に練習して頑張
ろう！そして試合に勝とう！！

校区関係 父兄の練習指導の参加大歓迎です。

入会案内

お気軽に練習をのぞいて近くの関係
者に声をかけてください。部費は入
会金不要、1～2年生1500円、3～6年
生2000円。入部希望または質問はメー
ルでも受け付けています。谷口まで
higashiokabaseball@yahoo.co.jp



 

 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！ 
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

東町のことをみんなで考えましょう

東町では、ひとり暮らしの高齢者の見守り活動

や安全パトロール活動など、いろいろな団体がそ

れぞれの役割を担い、ボランティアや協賛者がそ

の活動を支えています。このようなきめ細かな活

動は、この町に住む私たちだからこそできること。

今後も住み良い東町を守り育てていくために、よ

り多くの人が活動に参加・協力しやすくし、東町

のことを共に考え、取組みを実行していくことが

できるよう、今、新しい地域自治の仕組み（地域

自治組織の設立）について検討しています。

この検討は、各種の団体や個人で構成する地域自

治準備委員会が中心となっています。準備委員会

では、できるだけ多くの皆さんに関心をお持ちい

ただき、地域自治について意見交換できるよう、

ラウンドテーブル（参加者が対等な立場で自由に

意見交換する円卓会議）やアンケート、地域カル

テ作りなど、いろいろな取組みを交えながら段階

的に検討を進めていく予定です。

準備委員会の会議（傍聴できます）やラウンドテー

ブルなどの日程は、「ひがしおか」でご案内しま

す。皆さんの積極的なご参加をお願いします。

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のののの発発発発足足足足
平平平平成成成成22223333年年年年4444月月月月

東東東東町町町町ののののデデデデーーーータタタタをををを

地地地地域域域域カカカカルルルルテテテテ
ににににままままととととめめめめるるるる

東東東東町町町町のののの将将将将来来来来像像像像

ビビビビジジジジョョョョンンンンをををを描描描描くくくく

東東東東町町町町ににににふふふふささささわわわわししししいいいい

地地地地域域域域自自自自治治治治組組組組織織織織のののの

規規規規約約約約やややや体体体体制制制制をををを考考考考ええええるるるる

東東東東町町町町ののののここここととととをををを

みみみみんんんんななななでででで考考考考ええええてててて決決決決めめめめるるるる

地地地地域域域域自自自自治治治治組組組組織織織織
のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ

平成24年4月予定

ビビビビジジジジョョョョンンンン実実実実現現現現ののののたたたためめめめ

計計計計画画画画をををを立立立立てててててててて

みみみみんんんんななななでででで実実実実行行行行

東東東東町町町町ののののみみみみななななささささんんんんにににに

アアアアンンンンケケケケーーーートトトト

このあた

りまでき

ましたよ

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」」」」ににににつつつついいいいてててて

４４４４月月月月かかかからららら 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 市市市市とととと共共共共にににに検検検検討討討討ししししてててていいいいまままますすすす

だだだだれれれれででででもももも参参参参加加加加ででででききききるるるる

ララララウウウウンンンンドドドドテテテテーーーーブブブブルルルル
でででで話話話話しししし合合合合いいいい
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住んで良かった、これからも住み続けたい東町

東町のことについてみんなが話し合う

東町のことについて住民が気軽に話し合うラウンドテーブル（小さなグループに分かれて話し合い、発表

して内容を参加者で共有する場）を7月に２回開催し、たいへん活発な討議となりました。

第第第第１１１１回回回回 ７７７７月月月月３３３３日日日日 テテテテーーーーママママ「「「「住住住住んんんんででででみみみみたたたたいいいい、、、、住住住住みみみみ続続続続けけけけたたたたいいいい、、、、魅魅魅魅力力力力ああああるるるる東東東東町町町町」」」」

東町特有の自然環境や居住環境の評価、学校や地域での教育のあり方、地域活動の目標や地域をより活

性化するためのアイデア、地域活動の妨げとなる問題点など、事前に示された、「子育て環境」「高齢者

のサポート」「誇りに思えるまちに向けて」という3点を切り口に、「地域活動の担い手」を加えた4点に

関する意見を中心に、将来のまちや住民のすがたなど多彩な意見が整理されました。

第第第第２２２２回回回回 ７７７７月月月月２２２２４４４４日日日日 テテテテーーーーママママ「「「「地地地地域域域域でででで困困困困っっっってててていいいいるるるるこここことととと、、、、ここここううううあああありりりりたたたたいいいいこここことととと」」」」

地域ぐるみで子どものしつけに取組むために「子育てリーダーを！」、便利なまちだけど、孤立した高齢者は

「買い物難民」となっていないだろうか？高層化や夜道の暗さ、見守り活動の不十分さ、地域の特性や現状をふま

えた「地域全体での防災訓練」が必要では、担い手を増やすにはもっと「気軽な参加の機会や場、そして雰囲気が

必要」ではなど、前回のラウンドテーブルでは得られなかった課題や今後の取組みに向けたアイデアなどが得られ

ました。

今今今今のののの東東東東町町町町のののの問問問問題題題題点点点点

○新しい課題は実行委員会形式で取り組んでいるが、

解決できないこともある。

○今の活動には地域の一部の人しか関われていない。

○まちの状況の変化に対して、各団体の事業内容の

見直しができていない

○自治会の役員が毎年変わるので、継続した取り組

みがしにくい

取取取取りりりり組組組組みみみみのののの必必必必要要要要性性性性

○地域の課題をよく知っているのは地域住民だ

○新千里東町自治会連絡協議会にもっと多くの団体

や、専門知識を持った住民が加わればいい組織が

できる。

○自分たちでまちを守る気持ちになり、市と対話で

きる仕組みをつくるのはいいことだ。

○地域を代表する団体があれば、一部の意見が先走っ

て、各団体がバラバラに市に出向くことがなくなる。

取取取取りりりり組組組組みみみみへへへへのののの疑疑疑疑問問問問・・・・不不不不安安安安

○地域の課題は市のほうが詳しく、権限もある。

○各団体の取り組みに対し分野の違う団体は口出し

できない。

○小さい団体や少数者の意見が通らなくなるのでは。

○課題は共有できても意思決定は難しい。

○各団体の上部組織の理解を得る必要がある。

○今は毎日の小さな活動で手一杯。今のままの活動

を継続するのが一番楽だ。

市市市市のののの体体体体制制制制

○不信感がある。市が根本的に変わるのか疑問

○今までのようにたらい回しにしないでほしい。

○地域の力ではできないことは市がするべき。

補補補補助助助助金金金金

○新しい課題の解決にはもっと資金が必要。

○市の補助金は、みんなで納得して配分し、気持ち

よく使いたい。

○地域に配分を任せると問題が生じる。すぐに補助

金をまとめることはできない。

○各団体の上部組織を通して団体に入っていた資金

が、地域自治組織から配分されることになると、

資金確保がしにくくなる。

今今今今後後後後のののの進進進進めめめめ方方方方

○まずは全団体が集まって話しあうことが大事

○住民が本当に望んでいるのか見極めて、時間をか

けて合意形成するべき

○取り組みを進めようという意見を東町でもっと広

めるべき。

○地域にとって必要だとみんなが納得し、地域から

市へ権限の移譲を求めるというやり方が効果的だ。

地地地地域域域域担担担担当当当当職職職職員員員員

○地域の活動を手伝うのではなく、地域でできない

ことを頼んだ時に動くべき。

○地域に入って現状を知るべき。

○地域活動の現場を知り、いろいろ経験を持つ人を

望む。

これまでに新千里東町のみなさんから500件を超

える貴重なご意見がよせられています。そのご

く一部を抽出したものです。

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１人ひと

りが一歩を踏み出してください。
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

東町のことをみんなで考えましょう
新しい地域自治組織では地域に居住する全員が構成員であることから、次の①～③を代表する全て

の団体･個人に参加して頂きたいと強く願っています。

その中でも、東町の各小地域を代表する自治会は特に重要な団体といえます。東町の地域自治準備委

員会がいろいろな活動や組織を検討する中で、各自治会に対して、地域自治アンケートと自治会･管

理組合現況調査を実施することになりました。

①地域別代表： 東町の小地域を代表（自治会）

②世代別代表： 子どもから高齢者まで各世代を代表

（たとえば、中学校、小学校、各ＰＴＡ、幼稚

園、老人会、子ども会など）

③課題別代表： 福祉、防犯、環境、文化の活動分野を代表

（たとえば、校区福祉委員会、公民分館、防犯

東丘支部、体育協会、民生児童委員など）

８月 地域自治準備委員会事務局より各自治会長へ、主旨、内容、記載方法のご説明（～9月初旬）

９月

＜アンケートの処理＞

①自治会役員会で主旨と内容の理解

②自治会傘下全住戸へアンケートの配布と

回収

＜調査票の処理＞

①自治会役員会で主旨と内容の理解

②自治会役員会にて調査表への記載

③調査票を地域自治準備委員会に提出

④記載内容に関して地域自治準備委員会に

よる細部のヒヤリングと記載内容の確定

１０月 ＜アンケートの整理とまとめ＞

①自治会内で回収した住民用アンケート回

答用紙（自治会用）の作成

②10月15日（土）、各自治会より連協の月

次評議会へ結果提出

＜調査表を横断的に整理・公開＞

①地域自治準備委員会が回収した調査票を

整理

②東町ホームページで結果の公開（10月末）

地地地地域域域域自自自自治治治治アアアアンンンンケケケケーーーートトトト 自自自自治治治治会会会会・・・・管管管管理理理理組組組組合合合合現現現現況況況況調調調調査査査査

地地地地域域域域自自自自治治治治フフフフォォォォーーーーララララムムムム((((第第第第１１１１回回回回))))
11110000月月月月22223333日日日日((((日日日日))))11114444時時時時～～～～11117777時時時時 場場場場所所所所：：：：新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町会会会会館館館館２２２２FFFF

地地地地域域域域自自自自治治治治アアアアンンンンケケケケーーーートトトト及及及及びびびび自自自自治治治治会会会会管管管管理理理理組組組組合合合合現現現現況況況況調調調調査査査査のののの結結結結果果果果発発発発表表表表とととと討討討討議議議議

目的は、各自治会長、他の役員さんにお集まりいただき、各自治会にて実施したアンケート結果のまとめと

自治会･管理組合現況調査のまとめを報告していただき、共有をはかり、新地域自治組織の体制つくりに活

かすことです。別途、ご案内いたしますので、当フォーラムへ住民の皆さんのご参加をお願いいたします。

◆◆◆◆日日日日程程程程◆◆◆◆
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

セルシーデビューから今年で3年目、千里音頭の輪に加わる踊

り手もだんだん増えてきました。「八鼓」の太鼓をバックに、今

年は男組も加わり、「千里よいとこ、住みよいところ～♪」と、

元気いっぱい両手を広げて踊りの輪に誘う「盛り上げ隊」の皆さ

ん、大活躍でした。

セセセセルルルルシシシシーーーー納納納納涼涼涼涼祭祭祭祭でででで 「「「「千千千千里里里里音音音音頭頭頭頭」」」」披披披披露露露露

この会は「GH国際ふれ愛サロン」という名称で

2007年3月にスタートし、今年7月で50回目を迎え

ました。毎月1回、当マンションの集会室で、30

～80代の住民20数名が参加。これまで延べ40ケ国

の留学生を招待しました。

夢と志をもって来日した留学生とお互いの文化

について語り合い、そして将来の夢をお聞きする

ふれ愛の集いです。留学生の率直な話に、参加者

との間で様々な対話が展開。 参加者一人ひとり

が「ふれ愛」で「元気」溢れるひと時を過ごし感

謝です。 次回は9月、中国の大連からの留学生

を予定しています。(世話人 清水)

～～～～55550000回回回回目目目目 44440000カカカカ国国国国～～～～ 留留留留学学学学生生生生ととととのののの交交交交流流流流会会会会
トルコ・コロンビア・ミャンマー・スロベニア・バングラデシュ・ルーマニア・メキシコ・チェコ・ベラルーシ・キルギス・イスラエル・スペイン・ベトナム・タイ・ネパール

インドネシア・ブルガリア・イタリア・イラン・ドイツ・アメリカ・チュニジア・イギリス・中国・アルゼンチン・ブラジル・ニュージーランド・ブータン・モロッコ・スウェーデン

両親に反抗するなんて考えられ

ない。日本では子どもが少ないか

ら、大切にし過ぎているのでは？

幸せは物の豊かさではなく、人と人

との関係にあると思う。

将来の夢は、愛するヤクーツクに帰国

して日本語を教えること。

のののの

環環環環境境境境美美美美化化化化活活活活動動動動

新千里東町が毎月末の日曜日に実施するアドプトロー

ド清掃には、桜ヶ丘の住民も毎回多数参加してきました。

桜ヶ丘自治会は、この7月から、この活動を「居住地

域周辺の環境美化活動」にも広げ発展させています。

第1回目の7月24日は、住民、自治会役員、管理組

合理事など19名が参加。アドプトロードの「もみじ橋通り」

に加え、桜ヶ丘の北側道路と八中側道路でゴミ拾い・ゴ

ミ分別。近隣の人たちと挨拶を交わしながらの気持ちの

良い美化活動になりました。ベビーカーの母子3人組の

参加はこの活動の幸先の良さを示しているようです。

住民の更なる親睦と世代間交流拡大による「絆

と共助促進」の一助となる、第6回納涼祭を当マ

ンションの屋上庭園と集会所で催しました。

参加者は100世帯、225名と（内子ども75名）

とゲストの連協役員様他11名でした。約2時間、

ＢＢＱ・焼き鳥・などの模擬店を31名のサポー

ターご支援のもと、無事終了しました。

のののの

全全全全
員員員員
でででで

「「「「故故故故
郷郷郷郷
」」」」
をををを
歌歌歌歌
いいいい
、、、、
ハハハハ
イイイイ
チチチチ
ーーーー
ズズズズ

ウウウウククククレレレレレレレレひひひひびびびびくくくく 納納納納涼涼涼涼祭祭祭祭
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

東東東東町町町町探探探探訪訪訪訪
⑫⑫⑫⑫

開業（平成2年6月）以来の利用者数が、7月には7億人を突破し、もう私たちの

日常生活に欠かせない大阪モノレール。 「人にやさしい鉄道」、「安全な鉄道」、

「地域に奉仕する鉄道」の理念の下で展開する取り組みが、とても先進的です。

●大阪モノレールの運行ガイドや社会貢献、イベントお得なチケット情報など、またユニークなイベ
ントやサービスの詳細は、ホームページをご覧ください。（http://www,osaka-monorail.co.jp/）

車椅子で列車に乗るのは

本当に大変なのです。そ

の点モノレールの千里中

央駅は配慮が行き届いて

います。車椅子利用での

高さに配慮した乗車券売

り場には感激しました。

また車椅子がらくに通れ

る集改札機やオストメイ

ト対応のトイレ、AED（自

動体外式除細動器）など

も全駅に設置され、私た

ち誰もが安全・快適に利

用できるためのバリアフ

リー化がほぼ出来上がっ

ています。

ホームで、今日はどの模様の車両が来る

のかと、楽しみになる広告列車。可愛い

「ひよこちゃん」のチキンラーメン号に乗

れたら、その日は絶対良い事があるという

方もいるほどです。この車両は、「ラッピ

ング列車」と呼ばれています。広告を粘着

フィルムに印刷し、それを車体に張り付け

るのですが、フィルムは何十枚かに別れて

いるので、ピタッときれいに貼るのが腕の

見せ所だそうです。今は、8編成のラッピン

グ列車が運行されています。 あなたはい

くつご存知ですか。

●阪急電車号 ●キコーナ号

●オール電化号 ●チキンラーメン号

●新潟米号 ●大阪王将号

● 梅丹号 ●コカ・コーラ号

大阪モノレール大阪高速鉄道株式会社

思わず乗ってみたくなりますね。、
大阪モノレールのカラフル広告列車。

大阪モノレールは、ギネス認定の「営業距離世界最長」のモノレールです。
大阪モノレールは1997年夏の大阪空港駅〜門真市駅間21.2kmの全線開業により、イギリス・ギネ

ス出版社から、モノレール営業距離世界最長の認定を受け、ギネスブックに登録されています。

細かいところまで
気配りの効いた、
質の高いバリアフリー。

●車椅子対応券売機

●幅広の集改札機

●多機能トイレ

●段差解消スロープ
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

西の空に陽が傾きかけたころ、防災スピーカーから流れる「夕

焼け小焼け」。「あっ、もう帰らなきゃぁ」と家が恋しくなる

子、「早く帰りや」とおばちゃんの声、曲に合わせて歌いなが

ら家路を急ぐ親子、ほほえましい夕暮れのひと時・・・・

３月11日の東日本大震災

から、はや半年近くもたつ

のに、いまだに復興は厳し

い状況です。いつどこでどんな事が起

きるかわからない今、「明日は我が身」

と思い、日頃から少しでも被害を少な

くするために心がけておきたい事をも

う一度確認しておきましょう。

防災には自助（自分で自分を守る）、

共助（近隣、地域での助け合い）公助

（行政による防災）がありますが、ま

ず自分でできることをきちんとやるこ

とが一番です。何かあった時の対処の

仕方など、家族で話し合っておくこと

も大切です。

《《《《東東東東丘丘丘丘女女女女性性性性防防防防火火火火ククククララララブブブブ》》》》

9999月月月月22221111日日日日((((水水水水））））～～～～9999月月月月33330000日日日日((((金金金金））））ままままでででで
《スローガン》◆しっかりとルール守って事故防止 ◆目的地「早く着く」より「無事に着く」

《主な安全運動行事》

◆9/17（土）13時～16時 交通ルールマナーアップコンサート（アクア文化ホール）

◆9/21（水）10時～11時 「秋の全国交通安全運動」出発式 （豊中市立豊島公園）

◆9/25（日）10時～16時 とよなかわくわくフェスタ （豊中自動車教習所）

[お問合わせは 防犯・坂上（6831-5241）まで]

今年も7月から8月にかけて3回の合同パトロールが実

施されました。防犯委員中心に、年々家族での参加も増

え、チビッ子を交えた楽しい交流の場となりました。

夜の散歩がてら、一度参加してみませんか？

合同パトは次回は12月。通常パトは毎週金曜日の9時か

ら、近隣センター交番前を出発します。

「「「「皆皆皆皆ささささんんんんががががんんんんばばばばっっっってててて回回回回りりりりままままししししょょょょうううう」」」」

「「「「練練練練習習習習ししししよよよよううううっっっっとととと」」」」

チチチチェェェェッッッックククク内内内内容容容容 ○×

◆家具の転倒防止をしている

◆本棚などの収納家具では、重いものを下に置いている

◆食器棚の扉が開かないようにしている

◆寝室や子供部屋には転倒しやすい家具は置かない

◆すぐにはけるように靴を常備している（ケガ防止のため）

◆照明器具が落下しないようにしている

◆ガラス飛散防止フィルムをはっている

◆消火器を用意している

◆家族の連絡方法、避難場所を決めている

◆外出先から無事帰宅できるよう、話し合っている

◆非常食や重要書類などまとめている

《参考資料》・「豊中市タウンガイド」
・「豊中市暮らしの便利帳2011」

手作りのｍｙタス
キｍｙメガホン持
参で「火の用心」

ね
む
い
け
ど

が
ん
ば
る
よ
！
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住んで良かった,これからも住み続けたい東町

東東東東町町町町のののの９月月月月・・・・11110000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

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

9月20日

10月18日
会費

100円
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
第１火曜日

午後1時～3時

9月6日

10月4日

会費

100円
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

9月6,13,20,27日

10月4,11,18,25,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

9月7,21日

10月5,19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

9月17日

10月

酸と塩基：科学の手品

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
9月25日(日)午前10時～ プロペラとゴムを使って自動

車を走らせよう

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
第２水曜日

午後3時～

9月14日

10月12日

グリーンマップを完成しよう

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～

9月28日

10月26日

地地地地

域域域域

活活活活

動動動動

敬敬敬敬 老老老老 のののの 集集集集 いいいい
9月17日(土)

午後12時45分～

東丘小学校

体育館

詳細は本誌面2ページ「福祉の広場」に掲載

しています。

第第第第6666回回回回 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

東町会館
地域自治準備委員会は公開を原則に開催してい

ます。何方でも自由に傍聴することができます。

地地地地域域域域自自自自治治治治

ララララウウウウンンンンドドドドテテテテーーーーブブブブルルルル

第３回9月25日(日)

午後2時～5時

東町会館

(東郵便局2階)

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

第第第第44443333回回回回東東東東丘丘丘丘

ふふふふれれれれああああいいいい運運運運動動動動会会会会

10月16日(日)午前9時～

午後3時頃まで

東丘小学校

校庭

雨天の場合には東丘小体育館で実施します。今
年も地域対抗競技、小学生対抗リレー、東町カ
ントリーレースなど盛りだくさんのプログラム

文文文文 化化化化 祭祭祭祭
11月5日(土)・6日(日) 東丘小学校

体育館

皆さんの作品展示、紹介をお願いしま

す。詳細が決まり次第ご案内します。

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

7月24日(日)

8月28日(日)

午前9時

～10時

集合場所

東丘小学校

[こぼれび通り」「もみじ橋通り]に分かれて清
掃します。お子さんも一緒に参加しましょう。
東丘小学校の芝生の手入れもあります

ルルルル
ーーーー
ムムムム
ＢＢＢＢ

ココココ
ミミミミ
ュュュュ
ニニニニ
テテテテ
ィィィィ

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」」」」

①内容：インターネットの便利さを知り安全に利用しても

らうための５回連続講座です。

②対象：パソコンに触れたことがない人や初心者の方で、

豊中市に在住か在勤・通学の方。

③開催日：10月6日、10月13日、10月27日、

11月10日、11月17日(いずれも木曜日)

④講習時間：午前9時30分～12時

⑤場所：千里公民館第4講座室

⑥教材費：1,000円 受付終了時にお支払いください。

⑦定員：20名 原則、5回すべてに出席できる方。

⑧受付：9月15日（木）午前9時30分から。

千里公民館（コラボ内）第4講座室にて。

受付開始時点で定員をオーバーした場合には、

抽選となりますのでご了承ください。

本講座は、昨年秋にも実施しました。

お問い合わせ 東丘公民分館 寺村（6872-8930）まで

2011(平成23)年度版名簿号の訂正

①公民分館 稗田和子さん 住居表

示欄(誤)1416⇒(正)1415

②福祉委員 中村章子さん メアド

表示(誤)spva6v69@ino.ocn.ne.jp

⇒(正)0zd3855m0j8275h@ezweb.ne.jp

③福祉委員 山田寿太郎さん メア

ド表示(誤)yamada722@nifty.com

⇒(正)yamada7228@nifty.com

④福祉委員のページ(追加)

主任児童委員 松本直恵

あかしや１２１６

６８３２ー１９４６

お詫びして、訂正いたします。

編編編編集集集集委委委委員員員員募募募募集集集集「ひがしおか」新聞編

集委員会では、イラストや写真に趣

味をお持ちの方の参加を求めていま

す。お問い合わせ (6833-6357)栁原


