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東丘ふれあい運動会
2011年10月16日(日)、前日は警報が出る程の天
候でしたが当日は何年ぶりかの秋晴れの中、第43
回東丘ふれあい運動会が行われました。実行委員・
各自治会員・東丘小の先生方のご協力で15分延長
して、9時15分から開催しました。
全種目定員に達し、日ごろの運動不足も感じさ
せず精力的に参加され、多彩で楽しい競技・
白熱したレースが会場を沸かせました。
小学生リレー・自治会対抗4人5脚リレー・
諸団体リレーなどは参加
チームも多く大激戦に
応援団も大ブレーク!!。

東町の名物・カントリーレースは、東町
公園の急な丘越えコースに大人数の122名
が激走、グランドに戻り最後の一周に顔を
歪めながら全員ゴールテープを切りました。
締めくくりは、恒例のビンゴゲー
ムも赤鬼さんの司会で参加者一同
おおいに盛り上がりました。地域
の大勢の方のご参加と実行委員及
び東丘小学校教職員の
皆さんのご協力で、
無事終了しました。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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福祉の広場 東丘 敬老の集い 2011
今年の集いの特徴は、会場をふれあいテーブル
方式の設営にした事です。15組のテーブルセット
はそれぞれ白布カバーで覆われその中央には竹の
花器（竹の会提供）に小さな花が飾られました。
ほぼ10人ずつがお互いにお茶のサービスで会話を
交わしつつ舞台演技を楽しみました。この会場設
営には実行委員の人達にご苦労をおかけしました
が、来場者には大好評でした。校区の65歳以上の
招待者は2200人でしたが、その内930人が来場。米
寿のお祝いは25人のうち代理を含め7人が出席され

会場全景

千里音頭

(奇数月1日発行)

第66号

9月17日（土）東丘小学校体育館

ました。中でも川口末太郎さんは飛び入りで舞台
に出て、愛国行進曲を6番まで力いっぱい歌い、満
場の喝さいを浴びました。百歳のお祝いを受ける
お二人の内、北村當代（まさよ）さんは,元気に堂々
と感想を述べられました。食事は家族と同じもの
を食べ、ビールは大好物だそうです。あっという
間に100歳になってしまったことなど、元気に語ら
れて全出席者は明るい希望に満ちました。演技も、
日頃の練習成果が実り、とくに八鼓の和太鼓、小
中学生のバトンが見事でした。

北村さん百歳の感想

東丘小学校1年生の合唱

東丘先生総出演のリコーダー合奏

あがり会のエイサー

芝生で2年生と幼児の子育てサロン

10月18日（火）

この日は絶好の好天。25組のお母さんと幼児（双
児さん2組を含む）は午前11時前に美しく生えそろっ
た小学校の冬芝の上に移動。同時に2年生60人がやっ
てくると、お母さんにくっついて離れなかった幼児
（2歳未満）もお兄さんお姉さん達の活発な動きに
つられて、大はしゃぎとなりました。初め2年生の
合唱とダンス。ヨチヨチ坊やが踊りだしました。保
育所からお借りした「たこボール」などで遊んだあ
と、小グループに分かれ、おうちに小さい子のいな
い2年生は、赤ちゃんに触ったり、だっこに挑戦し
たりしました。最後に2年生のつくる人垣トンネル
をくぐって、2年生がつくったおみやげを頂きまし
た。東丘小学校の先生方、2年生の皆さん、お手伝
い頂いたPTAの方、ボランティアの皆さんありがと
うございました。また東丘保育所からは貴重なご助
言を頂きました、お礼申し上げます。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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第４３回 東丘ふれあい運動会・成績発表

団体レース小学生リレー
優勝 ガーデン・アーバン・ＯＰＨ（A）
２位
ローレル・ステラ（Ｂ）
３位
都市機構（Ａ）
団体レース地区対抗４人５脚リレー
優勝
ローレル・ステラ
２位
都市機構（Ａ）
３位
都市機構（Ｂ）
カントリーレース・一般の部
男子

女子

優勝

上野晃平

山根たかえ

２位

今西雄基

村橋宏美

３位

和田悠作

北口順子
敬称省略

カントリーレース・小学生の部
優勝

２位

３位

１年生

うめはら
ひなた

よしおか
たけまさ

いしだ
かいと

２年生

伊藤嘉英

矢野桂馬

岩谷望生

３年生

山下詩織

山本啓文

鷲野結衣

平田岳

鈴木靖二

４年生男子 浅井大将

４年生女子 谷口夏希 江崎ひかる 山川あおい
５年生男子 矢野奨馬

三木大地

纐纈悠仁

５年生女子 参加者はありません
６年生男子 浅香忠輝

安達飛翔

森口悠介

６年生女子 伊藤壽梨 池本紗也香 山下絵梨奈

「玄米と野
菜の話」を
テーマに3
回（5月7日

特に玄米は約40種類の栄養成分が含まれる生きて
いる食物。白米と玄米を混ぜておいしく食べられ
る方法と試食。
3日目：副食、特に野菜のこと（旬の野菜、陰

14日・21日）
に分けて講

陽の野菜）世界が認める和食を見直してみましょ
う。料理を簡単にする方法と試食。

座を開きま
した。
役員も含めて25名が熱心に聴講しました。講師は
東町の稗田和子さんです。稗田さんはプロの調理
師でもなく、栄養学の先生でもありません。食に

子育て中のおかあさんこの言葉をご存知ですか？

春の講座報告

対して興味があって勉強され、日々の生活の中で
実践されている方です。講座のきっかけは25年の
単身赴任生活でメタボ体型だった稗田さんのご主
人が、定年で戻られてから、家での普通の食事に
切り替えて、約半年で自然に10キロダイエットさ
れたのを見たからです。食ということがどれほど
大切かを改めて意識した講座でした。
＜3回のテーマ＞
1日目：食べること、料理することの基本的な
考え方と10kgダイエット成功の15のポイント。
2日目：主食のお米をしっかり食べましょう。

オ→オムレツ
カ→カレーライス

ま→まめ

ア→アイスクリーム

ご→ごま

サン→サンドイッチ

わ→わかめ

ハ→ハンバーグ

や→やさい

ヤ→ヤキソバ

さ→さかな

ス→スパゲッティ

し→しいたけ

メ→メダマヤキ

い→いも

皆さんもオカアサンハヤスメの食のスタイルを
まごわやさしいに変えてみてはいかがでしょうか。
人が一生の間に食べる約8万回の食事を、少し意
識してみようと考えさせられた講座でした。

住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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7月に張った芝生が順調
に成長しました。その完成
を祝って、9月25日 約100
名の参加者のもと、「芝生のお披
露目会」が開催されました。式典
では、芝生の上で、小学校のバト
ン部・東（あがり）会のエイサー・
八鼓（やっこ）の演技・演奏、白・
黒の子どもと大人の対抗ゲームや

2011.10.19発行

男女対抗ゲームを実施。参加した
皆さんで、芝生の感触を楽しみま
した。式典終了後は、芝刈り・肥
料まき体験会・子ども達も参加して手動式および

(奇数月1日発行)
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スと呼ばれる寒冷地用の
ひと冬で枯れる芝です。）
均一（30g/㎡）に種を蒔
き、目土をムラのないように
表面を覆う（4mmの高さ）作
業。有志約20人で2時間弱の
作業でした。その後、冬芝は
順調に成長し、東丘ふれあい
運動会（10月16日）や子育て
サロン「あそぼ」（10月18日）
では地元の皆さんが芝生との

エンジン式の芝刈り機・肥料まき機を体験しまし
た。10月に入り、小学校校庭に育った夏芝（ティ

ふれあいを楽しみました。
＜芝生基金にご協力ください＞
★募金：募金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。

フトン芝）が冬眠に入り始めました。夏芝の保護
と冬にも緑を保つため、小学校の運動会終了後、

★アルミリサイクル：コミュニティルームへの通
路沿いにアルミ缶置き場があります。学校に来ら

冬芝の種蒔きをしました。（アニュアルライグラ

れるときには、不要なアルミ缶をお持ちください。

文化祭ご案内
日時：11月5日（土）14時～17時
11月6日（日）10時～15時
場所：東丘小学校体育館
内容：地域の皆さんや幼稚園・保育園・小学

子ども教室

グリーンマップ
毎月第２水曜日に実施。
校庭の木に名札が増えてき
ました。皆さん一度名札を
ご覧下さい。グリーンマッ
プでは8月にできた芝生の
除草もしています。
土と親しむ
毎月第４水曜日に実施。
一年を通して畑が出来るよ
うにローテーションができ
ています。9月は秋の収穫
のために除草が主な作業で
した。雑草がいっぱいの畑
も皆の手入れ作業ですぐに
きれいになりました。

校・中学校の児童・生徒さんの作品展示
防災訓練（女性防火クラブ）
:5日13時～15時体育館にて
グランドゴルフ:6日10時～運動場で（雨天中止）
皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください。

1 0 月 に 行 わ れ た 生 涯 学 習 は、福
生涯学習講座「お金の話」
祉委員会と公民分館の共催で行わ
4回シリーズ
れたこと、1回1時間半の講座を3
週間にわたる4回シリーズで行っ
たこ と、講師を企業ー野村 証券
（株）にお願いしした事など、従
来と異なる形で行われました（前
号の予告参照）。現在、企業活動
は利益追求のみでなく、社会貢献
（CSR）の重要性が認識されています。本講座ではこの趣旨にそって専
門の講師が本社から参加し、千里支店と協力頂きました。
最終日のまとめでは小グループに分かれて、ファイナンシャルアド
バイザー（千里支店）も入りテーブル囲んで、ライフプランニングな
ど貴重な話し合いを重ねました。金融、債券、株式、投資信託、為替
などの基本知識、投資において陥りやすい行動ファイナンス、ライフ
プランの基本など、もっと若いうちに聞いておけばよかったことばか
りでした。ファイナンシャルアドバイザー（公的資格）に相談しなさ
いなど助言がありました。定年後間もないある女性の参加者は、「大
切な事をわかりやすく聞くことが出来て参考になった、何故同世代の
参加者が少ないのだろう」と言って主催者側のＰＲ不足に不満を述べ
られました。講師を企業の方にお願いした事について、誤解と中傷か
ら折角の機会を躊躇された方があったことは残念でした。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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これまでの東町地域自治システムの準備状況
第１回ラウンドテーブル

第１回地域自治準備委員会
2011年4月17日（日）

～

第２回ラウンドテーブル

第７回地域自治準備委員会
2011年10月23日（日）

第３回ラウンドテーブル

地域自治準備委員会は、地域自治組織につい
て東町に暮らす人に必要性が理解され、議論
に参画して貰うこと、また、東町の新しい地
域自治組織のあり方を構築することを目的と
して、7回の準備委員会を開催しました。
参加者も増え、マラソンで言えば折り返し点
に差し掛かったところです。

これまでの３回ラウンドテーブルなどに参加頂
いた東町の方々から700余の課題・提案・将来
像が提起され、議論されました。これらを６つ
の分野 （高齢者・子育て・担い手・安全防災・
住環境・情報発信と交流）に整理したものを次
ページ以降に記載しています。これを読むと東
町が進む方向が見えてきそうです。
自治会管理組合現況調査

住民アンケート調査と自治会の意見集約
住民アンケート結果報告会（フォーラム）

自治会管理組合調査報告会

調査に協力された方は25％ありました。意見記
述回答も多く、地域自治問題を積極的に考えて
頂いていることに感謝しています。回答されな
かった方々には、この後、本紙でご報告します。
高齢化、担い手不足など共通の問題を認識しな
がらも、東町をこれまで以上に安全で安心な町
にしようという強い願いが感じられました。

東町は全て団地ですが、自治会と管理組合の
形は様々でした。役員の任期は1年が殆ど、
役員のなり手が少ない、住民の絆の希薄化な
ど共通の悩みが見えてきました。一方、団地
毎に工夫され成果を上げている活動もあり、
これらを団地間で横展開させると素晴らしい
東町になると期待されます。

これからの東町地域自治システムの準備作業
地域自治システムの準備作業はいよいよ大事な段階に入ります。地域自治組織のビジョンが描かれ、
それに伴って新しい地域自治組織の形や運営のための機構、規約案などが審議されます。この間に
東町の地域としてのカルテ作りや町歩きも予定しています。地域自治に関心のある方、今のところ
無関心な方、どちらの方もぜひ一度、地域自治準備委員会の傍聴、そして、第４回以降のラウンド
テーブルなどに参加して、質問したり、地域の暮らしに関するアイデアを提言して下さい。

新地域自治組織の規約案の検討
第11回地域自治準備委員会
第５回ラウンドテーブル
第10回地域自治準備委員会
第９回地域自治準備委員会
2011年12月18日（日）
第８回地域自治準備委員会
2011年11月27日（日）

第４回ラウンドテーブル
新地域自治組織のビジョン策定
2011年12月4日（日）
第１回東町まち歩き

住んで良かった,これからも住み続けたい東町

新地域自治組織
の運営方針
新地域自治組織の形

地域カルテの作成
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高齢者

高 齢者 に配 慮し た活 躍の 場と 支援 を
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高齢者といってもさまざま。高齢者の活躍の場と高齢者への配慮・支援を考えたい

担い 手
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担い手探しは発想の転換と障害の排除

生みだす

担い手に対する需要の増大は必至！では供給は？
担い手と言っても、高齢者支援、子育て支援、情報発信、防災・

高齢者問題をつきつめると、高齢者、特に高齢の一人暮しが増える中で、
高齢者の生活情報が得られず救援の手を差し伸べられないことです。これ
までの議論では、「名簿がないので何もできない」でしたが、第３回ラウ
ンドテーブルでは各団地に登録制の老人クラブを作り、助けられたり、助
けたりの関係を作ろうという提案がありました。
同時に、高齢者を一括りにした議論に止まっていたキライもあります。
高齢者と言っても、真に助けを必要とする人もいる一方、担い手になる人、

● 引きこもりがちな人がいる。
● 近所にどのような方が住んでおられるかわからない。
● 要支援者リストがない。
● 見捨ててよい命は1つもない。高層住宅の隅で助けを待つ人を全て救う
にはしくみづくりが必要。
● 交流の場が必要
● 世代間の交流が必要。 高齢者の行事への参加が必要。
● 各マンションに老人クラブをつくり、高齢者のリストを作成する
● 老人会を継続して行えば次第によくなってくることがある。
● 高齢者・老人クラブの横のネットワークをつくるべき。
● 交流の場にたくさんの人が参加できるしくみづくりが必要。高齢者
の人も楽しんでほしい。
● 敬老の日は高齢者の「地域デビューの日」（地域名簿にエントリー
する日）としたい。高齢化してからでは緊急連絡先など尋ねにくい。

子育て

時間がある・経験
もチエもある・ボ
ランティア精神も
ある。
自立できる人

高齢独居者

では10年後はどうか。高齢者の増加、特に高齢の一人暮しの増
加、児童数の増加、災害や犯罪リスクの増加、東町の一層の高層

病気・ケガをして生活や
行動が不自由な人

無気力粗大ゴミ化した人

心強い事実もある。平時の担い手探しも緊迫感を作ればいい。
担い手の供給源は、高齢者の中にもある。発想の転換が必要。
同時に、担い手がデビューする障害を除き、担い手候補者に地域
デビューの機会やきっかけを用意し、意識を高めれば、担い手は

「私は年をとって世話になるばかり、一人自宅で誰にも迷惑をかけずに静かに暮らします」
「いえいえ、かっては、社会のために役に立つことをされてきたではありませんか」
「子どもたち次世代のために、経験や知恵を活かして出来ることがみつかりますよ」

東町の子育ての環境について、駅に近いこと、歩車分離、緑地、公園など恵まれたものが多い。
また、子育てを支援する組織も、民生・児童委員、福祉委員会、子ども教室、ダディーズ、八中おやじ
の会はじめ幼小中合わせて18団体あり、町ぐるみで子育てを支援していることが分かる。
これまでのラウンドテーブルでは、実に様々な問題・課題、提案が議論されている。だが、世間一般
に言われてきた難しい子育て問題は提起されていない。本当にないのなら結構だが、児童数が大幅に増
加する見通しの時に、潜在化しているかもしれない問題が顕在化したり、見守りの目が行き届かなくな
り重大な問題の芽が生まれたりしないだろうか。家庭内暴力。児童の人格（尊厳）を傷つける隠れたい
じめの放置。転校生に対する配慮の欠如。教師を悩ます保護者等々。児童数の増加の前に、これまでの
ラウンドテーブルで提案された「地域、家庭、学校が一体となった教育（子育て）」の方法を研究する
必要がある。
＜ラウンドテーブルから抜粋＞
● 若い子育て世代の不安解消が大切！相談できる人的ネットワークが必要。

避けられない見通しです。
担い手不足の問題は厳しいが何とかしなければならない。これ

担い手探しは決して不可能なことではありません。
担い手の登場・参加を阻んでいる障害や制度（費用負担など）
を見直す。新陳代謝を促進する。担い手は若者・マッチョという
既成概念を破棄する。担い手の活動のWork Sharingもいい。我が
国には、重大な災害時に救援ボランティアが多数出現するという

消費する

ま ち

化による救助距離の増大、情報提供に対するニーズの増大、地域
自治システムが必要とする担い手の量の増加など、需要の増大は

までのラウンドテーブルで様々な議論が展開され、問題や課題は
洗い出され、同時に多くの提言が寄せられています。

本来、助けることの出
来る人なのに、
ある時のけものにされ
たり、厄介者扱いされ
たため、何事につけク
レームをつけたり、ボ
ランティア活動をしな
くなってしまった人

どこにも居場所のない人

す べては子 どものた めに

● 各マンションの子育てクラブの連絡が必要。

防犯の担い手、更には地域自治（町づくり）の担い手などいろい
ろな種類があります。担い手を必要とする量（需要）と担い手に
応募する量（供給）のバランスはどうか、東町の現状はどうにか
とれているといえます。

民生児童委員

助ける

図の左下ゾーンに入る高齢者が少なくなります。
＜ラウンドテーブルから抜粋＞

助けられる

いろいろな分野で役に立つ技能や知識を持っている人もいます。
高齢者は年々増加します。高齢者の活躍の場作りと高齢者に対する配慮
と支援。これを両立させる方策を具体化してゆく時です。その結果、右の

高齢化して体力が衰え
たが、時間はある・経験
もチエもある・ボランテ
ィア精神もある人
（誰かの助けが必要とな
ることもあるが、役に立
てることもいろいろあ
る。まだまだ行ける。
）

増える。例えば、重要なイベント行事の企画から運営まで全てを
担い手候補に解放し、任せてみるのも１つ。
担い手が不足する未来を明らかにして、担い手探し・育成の仕
組みを作り始めなければならない。

住 環 境 /ま ち へ の 愛 着 ・ 誇 り

東町は、千里ニュータウンとして開発されて以来、全
しながら、住民が求めている故郷としての愛着が持て、
国各地から人が集まり、「まち」が形作られてきました。 住民意識の高さを誇れる、魅力あるまちづくりをしたい。
東町では、「住んで良かった、これからも住み続けた
こうしたことがまちづくりのメインテーマになります。
い東町」をめざして、いろいろな団体が活動しています。 ＜ラウンドテーブルから抜粋＞
住んで良かったと思う、魅力あるまちとは、どんなまち
でしょうか？
これまでのラウンドテーブルでは、与えられたハード
（道路・公園など）の良さの一方、利用や整備は今一の
ようです。同時に、文化的なもの、人の集まる場、住民
意識などソフト面での評価は低いようです。郡上八幡市
のように「32日間に及ぶ郡上踊り」のために皆が帰省す
ると言った文化も生まれませんでした。
駅近で生活が便利、緑・自然が豊かという良さを堅持

住んで良かった、これからも住み続けたい東町

● 人が集う場、自由な場づくり
● マンションばかりのまちなので、転入者にはなじみに
くさも感じられた。
● マンションの共有スペースが入りやすくなれば、互い
に行き来しやすくなり、交流が生まれる。
● 近隣センター辺りに洋式トイレがあれば、身体に障害
があっても安心して買い物に行ける。
● 町中に出会いの場となる交流のスポットをちりばめた
い。
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まちと子どもたちの安全は日常の小さな予兆を見逃さない地域力で

車道と分けて整備された歩道、その歩道沿いに
は府警直通の緊急通報装置を備えたスーパー防犯
灯、近年増えているオートロックの出入り口。だ
から東町は安全なの？

トロールなど、ボランティアによる日ごろの地道
な活動が、「まち」の安全を支えています。
まちと子どもたちの安全をみんなで守るボラン
ティア活動が持続する仕組みを考えましょう。

確かに、これらは心強い味方ではありますが、
安全は設備や環境だけで守れるものではありませ

＜ラウンドテーブルから抜粋＞
● 街灯が少ない。暗いということを積極的にア

ん。登下校時の通学路の見守りや、夜間の防犯パ

安全・防災

ピールしてもっと街灯を増やすべき。

備えあれば憂いなし

地震や豪雨などの大きな災害が起こったとき、
東町ではどのような被害が想定されるか？
身の安全を守り、被害をできるだけ少なくする

を決めておくことが重要です。隣り近所の安否確
認を自治会単位で行うとしたとき、自治会は団地
に居住する人、特に、高齢者や疾病などで介護が

ために、今から備えをしなければなりません。大
規模な災害に対応するためには、一人ひとりが備
えるだけでなく、まち全体で対策を考える必要が
あります。隣近所の安否確認は自治会単位で、避
難所の運営や情報収集・提供はまち全体でという
ように、必要な取組みとその実施体制、役割分担

必要な人、障害などのある人について把握できて
いない現状にどのように対処出来るかが課題。
自治会は、住民の安心・安全と幸せの実現が課
題。それには自治会の体制強化が急務です。同時
に、自治会の集合体である「まち」は、後顧の憂
いのないよう連絡体制を整備する必要があります。

情報発信と交流

高齢者、児童の保護者を独りっきりにしない

ご近所づき合いや地域のことに関心を持つ人が
少なくなっています。周囲に気兼ねしないで済む
一方、防犯や災害時の対応など、安心・安全面で
課題が生じています。近隣の顔の見える関係をつ
くっていく必要があります。気軽に出入できる場
や、自由に参加できる行事などがあれば、つなが
りが生まれます。
つながりを生む「場」つくり、「機会」つくり、

情報発信と交流

そして、交流の場所を誰もが利用し易いものにす
ることが大切です。
その前に、東町全体で住居の表札を掲出する運
動から始める必要がありそうです。
＜ラウンドテーブルから抜粋＞
● 保護者どうしの関係が薄い。保護者どうしが
つながって子育てに携わると心にゆとりが生
まれ子どもが伸び伸び育つ。

情報発信はだれのために？

東町では、さまざまな分野で、いくつもの団体

なかったようです。これは広報誌だけの責任では

が活動していますが、その活動内容はあまり知ら なく、各団体の情報開示の方法にも問題があった
れていないのが現状です。活動への参加者や賛同 と指摘されています。
者、ボランティアを増やしていくためには、まず、 情報発信がだれのためのものかと考えながら、
広く情報発信し、知ってもらうこと。まちの情報 これまでのラウンドテーブルの提言を読むと、発
の共有は、大きな課題です。情報の共有によって、 信すべき情報の収集から作成、発信、評価の回収
団体の活動の透明性が高くなり、信用も得やすく など改良すべきことが限りなく存在し、また、情
なります。
報の双方向性が求められていることが分かります。
東町の広報誌「ひがしおか」。ホームページも
これまでの議論は、東町の情報発信のあり方を
開設され、情報発信手段は充実していますが、住 見直すヒントを提供しています。指摘された問題、
民に地域への関心を高めるところまでは出来てい 課題、提案に耳を傾けるときです。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

ひ が し お か
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自治会便り

ジオメゾン

ローレルコート
あかしやの丘

住民の住民による
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ホームコンサート

アン朝野さんの母国アイルランドの話
自治会とシニアクラブ共催のお話と
茶話会・10月1日午後2～4時

10月15日に東日本大震災のチャリティ
ホームコンサートがジオメゾンで行われ
ました。

集会室

アンさんは、ご夫君（日本人）とジュン君（５歳、
東丘保育所）のご家族で東町にお住まいです。夏祭
り、体育祭など地域の行事にも積極的に参加されて
いますので、顔見知りの方も多いと思われます。

この度は、母国アイルランドのお話をして頂きま
した。アンさんは毎年お里帰りされているとのこと
です。映像を使って、歴史、宗教、国旗、国花など
のお話でした。隣の家も見え難い程の広い緑に囲ま
れた、彼女のお母さんの素敵な家が印象的でした。
アイルランドは英国のある調査で「世界で最も住み
よい国」に挙げられているそうです。会場には「庭
の千草」などの民謡が流れ、国旗と共に国花シャム
ロックに似た白つめ草も置かれました。アイルラン
ド一色の中で、日本に来られた時の印象など、アン
さんとの会話を通訳にあたられた近所の方のご協力
で楽しみました。司会者がこんなに集まったことは
ないと言われたほど、多くの参加者がありました。

住民の住民によるコンサートを目指し
ての企画でしたが、都合のつかないとこ
ろは外部の応援を得ることになりました。
午後7時開演、プログラムの第1部はク
ラシックでチェロ、ビオラ、フルートが
それぞれピアノの伴奏で「愛の賛歌」
「アベマリア」など数曲を演奏しました。
第２部はギター伴奏に合わせて「島唄」
「故郷」などをみんなで合唱しました。
ホームコンサートのため参加者は38名
でしたが演奏のあとはビールやお茶、ケー
キが出てお喋りが弾み、和やかな一時が
過ぎました。
会費は千円、後日23,584円の義援金を
日本赤十字社を通じておくることができ
ました。

2011年、赤い羽根共同募金にご協力のお願い。
大阪府協同募金会は、大阪府の福祉と大規模災害に備えて皆さまの善意のご寄付を
お願いしています。11月15日まで各自治会にて受付ております。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町
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ひがしまち街角広場10周年記念
ひがしまち街角広場の10周年記念行事が秋晴れ
の10月10日（月・祝日）近隣センター広場で行わ
れました。

この後、第八中学校バトン部の華麗な演技と和
太鼓・八鼓の演奏が会場を盛り上げてくれました。
ご協力いただいた方々に厚くお礼もうしあげます。

ひがしまち街角広場は、国の試案「歩いて暮ら
せる街づくり」の社会実験として、全国20カ所の

地域の皆さんが顔見知りになることが、先ずは
全ての始まり、そんな場所としてこれからも街角

一つに東町がモデル地区に選ばれ、豊中市が運営
を地域に委託して平成13年9月30日に始まったも

広場をご利用くださるようお願いいたします。

のです。6ヶ月の社会実験の期間が終った後、地
域のボランティアの皆さんで自主運営されていま
す。子どもさんからお年寄りの方まで自由に出入
りできるユニークな交流の場として全国から注目
されています。
前日からスタッフの皆さんは、豚汁、おでんの
仕込みに取り掛かり、当日は朝9時から地域の皆
さんが会場の設営に協力いただきました。
12時から、NPO住まいの学校・千里グッズの会、
大阪大学、大阪工業大学の先生方から街角広場の
これまでの歩みを語っていただきました。

2011年度東丘体育協会加盟チーム紹介

エイサー"東(アガリ)会"
モットー

大人も子どもも踊りを通して心を一つ
に！
！ 踊る楽しさや達成感、爽快感を
味わおう

最近の
取組み

「鳴子」の練習も始めました。皆さん
に楽しく踊っている所をお見せ出来る
日を楽しみに練習しています

活動状況

毎週土曜日19時～21時
（東丘小学校体育館）
年間 8～10回程度の舞台での出演

参加条件

年齢・性別 問いません
是非 参加下さい

メンバー
の声

昨年"東町フェスタinセルシー"の演
舞を見て「かっこいいな～」と思って
小学校1年生の子どもと参加していま
す。太鼓を叩きながら踊るのは爽快で
す。運動不足もストレスも一気に解消
～(笑)。親子でステージに立てるのも
楽しいですよ。

入会案内

問合せ先：藤村展子

アソカまつり＆バザー
日時：11月5日（土）雨天決行
午前10時～12時30分
場所：アソカ幼稚園 園庭・保育室・講堂
ま つ り ブ ー ス ：アスレチック・わなげ・い
ろいろすくい・おもちゃつり・だがし千
本引き・無料工作コーナー・外遊びコー
ナー、「ねこのて」さんのパン販売・ジュー
ス販売
バザー：園グッズ・通学グッズ（袋物など）・
ヘアアクセサリー（手編み、布製）・そ
の他手作り品・リサイクル品（制服、絵
本、おもちゃ等）・提供品（食器、タオ
ル、日用雑貨等）
今年度のアソカまつり＆バザーの収益の
一部は、東日本大震災の義援金として寄付
させていただきます。
皆さま是非お誘い合わせの上、遊びにいら
して下さい。

０９０－７３５８－２８５９
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

アソカ幼稚園・母の会

2011(平成23)年11月1日(火)

ひ が し お か

(奇数月1日発行)
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夜のパトロール中、「ここにバッグを置いたままなんですが」
と千中パルのベンチに座るカップル。とりあえず交番にと、届
けた直後「バッグがない」と小学生の女の子二人、「置いて遊
んでいただけなのに！」とふくれっ面。ところでお母さんは？？

10月14日、読売文化ホールには、ボランティアで地域を守ろうと活動に励む防犯協議会や老人
会のメンバーが集結し、「とよなか地域安全大会」が開催されました。防犯協議会の活動の成果
として豊中での犯罪発生が減少傾向とのこと。しかし、振り込め詐欺や子どもに対する声かけ事
案は依然として発生している現状です。大会に参加した防犯委員は、あらためて各地域で安全運
動の輪を広げていくことを誓い合いました。

「おはようございます」「おかえり」「ただいま」
が合言葉の見守り隊ボランティア、自発的活動は、
自由（言われなくてもする！言われ
ても納得しないとしない）をモットー
に活動中。嬉しい便りが届きました。
（坂上 喜代子）

こちらこそ

毎週金曜日、近隣センターにタスキをかけた
防犯役員が集まります。夜9時からスタートして、
東町を一回り。食後の散歩に丁度いい距離かな？
お勤め帰りの皆さんから「御苦労さま」とのあ
たたかい一声が嬉しい瞬間です。

ありがとう！

どなたでも参加大歓迎です。
12月、歳末夜警もよろしく！

最 近東 町 に転 入 し て こら れ た方 の
話とし て、 こんな ことを聞きま した。
「
千 里 ニ ュウタ ウ ンを イ ンタ ーネ ット
で調べていて、新 千里東 町のホームペー
ジ を 見ま した。 この町 では地域 の人 た
ちが 児童 を大 切 に見守 る活動 を し て い
る ことが 分 か り此処 に決 めま した」 と
言う こと です。
地域 住 民と の関 わ りを も つことが 煩
わ し いと感 じ る人た ちが マンシ ョン生
活を 選択 した と いう時 代 もあ った よう
です が、 今 は、 日常 生 活 にお け る住 民
の自 然 な 支 え合 いが安 心 し て暮 ら し て
いく た め の大き な 役割 を 果た し て いる
ことを 見直 し始 めた の ではな いでし ょ
うか。
地域 の自 治 が し っか りと根 付 いて い
て住 民 の活動が 活発 な 地域 は、 そ の こ
と で不動産 の価値 を高 め ると いう こと
にもな るよう 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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東町の11月・12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

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

福祉なんでも相談

子 ども 教 室番 外 編

子ども囲碁教室
理科実験教室

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

科学で遊ぼう
グリーンマップ
土 と 親 し む
外国の人と遊ぼう

地地地地 域域域域

文 化 祭

活活活活 動動動動

アソカまつり
＆バザー

福祉バス旅行

地域自治
第８回準備委員会
地域自治 第４回
ラウンドテーブル
地域自治
第９回準備委員会
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11月15日
会費
幼児を遊ばせながら、保護
東町会館
12月20日
者どうしが交流する場です。
100円
第１火曜日
11月1日
会費
手芸をしたり、歌ったり、
東町会館
午後1時～3時
12月6日
100円
お喋りをして楽しくすごす。
毎週火曜日
11月1,8,15,22,29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
12月6,13,20,27日
管理人室 higashiokasodan@gmail.com
東丘小学校での文化祭会場にて
11月6日（日）午後1時30分～「あら不思議伸びたり縮んだりの自在ひも」
放課後子どもの居場
第 １ 第 ３ 水 曜 日 11月2,16日
将棋もできます
所プランとして実施
午後3時～4時半
12月7,21日
されています。東丘
第３土曜日
11月19日「砂の中からコンニチワ」
校区の小学生と保護
12月17日 内容未定
午前10時～12時
者、地域の皆さんも
参加できます。子ど
第４土曜日 11月26日 午前10時～12時「不思議な箱」
もたちが放課後や週
第２土曜日 12月10日「クリスマスキャンドルつくり」
末を安全に健やかに
第２水曜日
11月9日
グリーンマップを完成しよう 育まれるよう、地域
午後3時～
12月14日
諸団体や学識経験者
の協力を得て開催し
第４水曜日
11月23日 春花壇の準備と焼き芋
ています。予約は不
午後3時～
（祝日実施） 12月はお休みです
要です。当日、コミュ
11月30日（水）
ショパンとキューリー夫人の母国
ニティルームＢ室に
直接お越し下さい。
午後3時～
「ポーランド」から
11月5日(土) 午後2時～5時
東丘小学校の
詳細は4頁に掲載
6日(日) 午前10時～午後3時
体育館と運動場
11月5日（土）雨天決行
アソカ幼稚園園庭、
詳細は10頁に掲載
午前10時～12時30分
保育室、講堂
午前8時40分 50分ENEOS 橿原市今井町歴史的町並み見学
11月11日（金）
B6棟前発
(旧JOMO)発 橿原神宮参拝、柿の葉寿司作り等
11月27日（日）
テーマ：地域自治組織の形と運営方針
午後7時～9時
地域自治に関心のある方は傍聴できます。
東町会館
12月4日（日）
テーマ：地域自治のビジョンの策定
(東郵便局2階) 地域自治に関心のある方はご参加ください。
午後2時～5時
12月18日（日）
テーマ：地域自治組織規約、東町まち歩き
午後2時～4時
地域自治に関心のある方は傍聴できます。
12月3日（土）
美化活動、フリーマーケット、スポー
第八中学校
午前9時～午後2時30分頃
ツ大会、焼きそばと豚汁、その他
12月11日（日）
東 町 近 隣 セ ン あの人気ヒーローとふれあえる。
午前11時～午後4時
ほのぼのコンサートなど。
ター広場
12月10日（土）
東丘小学校 東町恒例の年末行事です。
午前9時～12時頃まで
校庭
お子様と一緒にご参加下さい。
12月27日(火)、28日(水)、29日(木)
地域の安全は住民パワーで守りましょ
午後7時50分東町会館１階集会室に集合 う。
[こぼれび通り」「もみじ橋通り]に分かれて清
11月27日(日) 午前9時
集合場所
掃します。お子さんも一緒に参加しましょう。
12月25日(日) ～10時
東丘小学校 東丘小学校の芝生の手入れもあります

東町公園整備のお知らせ
①長谷池の浮草除去：春から異常発生していた赤浮草が繁茂し、池一面
を覆っていました。その除草作業が11月4日（金）に実施されます。
②グランド排水溝の改修工事：旧深谷第３住宅の建て替えに伴い、その地
下を通っていた排水溝の移転工事が近々行われる予定です。
住んで良かった,これからも住み続けたい東町

