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ようこそ、東丘小へ！
そごう ひでとし

白衣がお似合いの 十河 秀敏 校長先生
《東町の第一印象は?》

《最近
嬉しかったことは?》

住民による新しい街づくり
を目指している先進的な町

《モットーは?》

子どもが「葉っぱの緑
はね・・」と話しかけ
てくれた瞬間（とき）。

豊中の子ども達から
ノーベル賞を！

《好きな食べ物は?》
うどん（香川県の由
来の名前のせいか？）

《ご自分を動物に例えるなら?》
ニワトリ（とり年なので）

《生徒に期待することは?》東丘の子ども像の一つに『思いやり
のある子ども』があります。私は一年前、脳内出血で言葉を失い
ました。その時、人の思いやりを感じました。言葉が出るまで、
相手の話を聞いてくれた子どもたちがいっぱいいたためです。
東丘小の子どたちの思いやりを期待しています。

《好きな花は?》
ランの花

《好きな言葉》
Keep on the Sunny side.
(いつも陽気に）

ようこそ、第八中へ！
くまの

しゅんじ

明るい笑顔の 熊野 俊滋 教頭先生
《八中生は?》

《東町の第一印象は?》

ピュアでかわいい！

コンクリートの高い建物
の間に緑がいっぱいある、
暮らしやすそうな町だと
思いました。

《最近
嬉しかったことは?》
私はお陰でいつも楽し
く生活しています。

《モットーは?》
日々前進。

《専門教科は?》
英語

《好きな食べ物は?》
何でも好きです。

《生徒に期待することは?》身体に気をつけて、毎日元気に登校
してほしいです。夢を持って、その実現のために自分を大切にし
て力を伸ばしていってほしいです。

お世話になりました
東丘小学校 前校長 富永 彰一先生
学校コーディネーターとして今後も
時々おみえになります。

第八中学校 前教頭 酒井 武夫先生
豊南小学校の校長先生に栄転されました。

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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福祉の広場

子育てサロン近況

(奇数月1日発行)
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福祉活動への協賛金（賛助会員・賛助会費）
を募集致しましたところ、以下の通り前年よ
り多くのご協賛を頂きました。皆様の温かな
お志を今年1年の福祉活動のため、大切に活用
させて戴きます。

平成23年度協賛金（平成24年3月集計）
総額

932,500円（885,000円）

内訳 一般会員 1595口 797,500円（755,000円）
特別会員

27口 135,000円（130,000円）
（ ）内は前年度集計結果

特別会員として協賛いただいた法人名（順不同）
せんちゅうぱる専門店会
医療法人慈啓会東町歯科（池田歯科）
新千里東町商店会

「子育てサロン」は、毎月第3火曜日の午前中、東町会
館（郵便局の上）で開催されています。毎回、20組以上
の参加者があり、活況を呈しています。この一組は、ママ
と2歳以下の幼児（双子、兄弟を含む）、ときにはパパ、
祖父母などで構成されますから、お手伝いのボランティ
アを含めると50～60人になることがしばしばです。最近
では、小学校の芝生でのお遊び、千里図書館員による
「本の読み聞かせ」、第九中学校からの生徒の参加など
もあり好評でした。子育て支援センター、東丘保育所の
保育士さんの育児相談や保健所の健康診断も随時実
施しています。喫茶コーナーはママ達の情報交換に役
立っています。

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式会社
株式会社池田泉州銀行千里中央支店
株式会社新橋企画
千里阪急ホテル
株式会社よみうり文化センター
野村證券株式会社千里支店
株式会社阪急阪神百貨店
株式会社ピーコックストア千里中央
株式会社青葉千里東町店
株式会社三英興産
一般会員の募集に際して、各自治会の役員の皆さ
んには、制度に対するＰＲ、集金、領収書の発行な
ど、ご協力いただきました。厚く御礼申し上げます。

東丘校区福祉委員会から

九中男女生徒の赤ちゃん抱っこ初体験(左) 経験豊かな
抱っこにご満悦の赤ちゃん(右) ゼロ歳児ルームにて

福祉委員会では、子育てサロン設営と運営のため
のボランティアを募集しています。とくに、数年前
常連だったママ達のご協力をお願いします。

★☆ 献血のお願い☆★
日時：5月19日（土）午前10時～午後4時40分
場所：千里中央 阪急バス案内所付近の広場
福祉委員会は、毎年5月に東丘小学校を借りて、日
赤の献血活動に協力してきました。今年から会場を
千里中央に変えて行います。現在、輸血用の血液の
不足が伝えられています。若い人が献血すると、自
身の造血細胞が刺激されて、全身が活性化すること
が知られています。ご自分の為にもご協力下さい。

5月13日(日)13：30から新千里東町会館2階
（郵便局上）にて、福祉委員会
の総会が開催されます。各自治
会及び諸団体から推薦いただい
た福祉委員さんも交えて、平成
24年度の事業計画と予算を審議
します。また、この機会に福祉
ボランティア活動についても議論して頂きたい
と考えています。東町は、少子高齢化といわれ
る中で、高齢者の増加と同時に、子どもも増加
傾向にあります。子育ての安心安全、高齢者の
孤立化防止、バリアフリーなどの住環境改善、
担い手探しと課題は山積しています。ボランティ
ア活動に参加して頂ける方がなくては解決でき
ません。年齢・性別は問いません。話だけでも
聞いてみたいと思われる方がおられましたらご
自由に出席し相談下さい。

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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新千里東町地域自治協議会発足

＜会長あいさつ＞

総会で承認されました。

本日､新千里東町地域自治協議会の設立にあたり､ひ
とことご挨拶申し上げます。

すべての住民が安全・安
心に暮らしていける地域づ

近年､大阪府においては少子高齢化や経済状況によ
り､生活に不安を感じる住民が増加する傾向にありま

くりを進め、『住んでみた
い・住んでよかった・これ

す。又､『無縁社会』の言葉に象徴されるように､地域
では人と人のつながりが薄れ、ともすれば社会から孤

からも住み続けたい東町』
のビジョン実現に向けて活

立して生活を送ることによるリスクが指摘されるよう
になりました。

動を始めます。
最後に『一寸の光陰軽んず

この解決には、地域住民の自治会を中心とした自主
的な活動と、地域においてお互いを支える関係づくり

べからず』を念頭に活動を進
めます。

が必要となっております。
新千里東町自治会連絡協議会を中心に、これまで3

この会は全住民で構成され
ています。皆様の積極的なご

年に亘り住民に開かれた新組織づくりを目指して鋭意
検討を重ねてまいりました。

提言とご協力をお待ちしています。
以上をもって役員を代表しご挨拶といたします。

そしてここに、新千里東町地域自治協議会の設立が

新体制・役員
会長
河野昭一
副会長 上田 稔
会計
清水千緋
監事
河野希望
監事
高野光男

新千里東町地域自治協議会・会長・河野昭一

設立後は、全ての住民が生活する自治会・管理組

うすべての人々が安全安心に暮らしていける地域づ
くりを進め、「住んでみたい、住んでよかった、こ

合を縦軸に、地域の諸団体を横軸に、それらの全て
が参加する組織と、住民のニーズや気持ちを尊重す

れからも住み続けたい東町」のビジョン実現をめざ
して、ここに、住民による、住民のための、住民の

る意思決定が出来る仕組みを構築し、段階的に発展、
強化させていきます。

組織として、新千里東町地域自治協議会を設立しま
す。
地域自治協議会は、東町を最も良く知る住民の皆
さんが東町のことについて、自分たちで考え、話し
合い、ベストを見出し、施策として実施してゆく仕
組みです。
また、豊中市の部局間の縦割り行政と豊中市によ
る全地域均一施策、及び東町諸団体の連携不足がも
たらすさまざまな弊害に対して、住民ニーズのボト
ムアップ、連携強化、そしてワンストップサービス
を実現する組織でもあります。

お

か

(奇数月1日発行)

東町地域自治協議会参加団体

地域自治協議会の役割は、次の通りです。
○東町のさまざまな団体の連絡・相互協力・連携の
調整を行う。
○東町ニーズを把握し東町の課題を見出すことによ
り、東町の特性に応じた公共サービスを提供する。
○東町を代表して、豊中市との連絡調整・協働の窓
口となる。
○基礎的コミュニティ組織（自治会・管理組合）の
規模では実施困難な課題に取り組む。
平成24年（2012年）4月22日
新千里東町地域自治協議会設立総会

地域自治協議会は、夏祭りなど従来からのいくつかの事業を継承しますが、皆さんから提案頂いた様々な課
題に取り組むため、情報発信・共有事業、地域自治推進事業(地域づくりや安心安全の追求など)、及び東町全
体の防災事業など新規事業に取り組みます。いくつかの部会が設置されます、皆さんのアイデアを募集すると
ともに部会メンバーへの参加をお待ちしております。
また、日常的な問題の審議決定機関である理事会は、原則、毎月第3日曜日（2時間程度）に開催を予定しま
す。地域自治協議会が開かれた組織であると同時に理事会もオープンな組織です。皆さんは理事会にオブザー
バーとして出席頂くことも、最寄りの理事に意見・提言を託すこともできます。皆様の参加をお待ちしており
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民生・児童委員、東丘新聞委員会、校区健康づくり

地域別団体： メゾン千里理事会、新千里桜ケ丘
自治会、新千里東町アーバンライフ自治会、ＯＰＨ

推進員会、東丘女性防火クラブ、東丘体育協会、ひ
がしまち街角広場、千里グッズの会

新千里東町自治会、ガーデンヒルズ千里中央管理組
合、ジオメゾン新千里東町自治会、シティハウス新

世代別団体： 東丘小学校、第八中学校、東丘保
育所、東丘小ＰＴＡ、東丘子ども教室、東丘ダディー

千里東町、新千里東町商店会、ＵＲ都市機構新千里
東町自治会、グランドメゾン、新千里東町３の３自

ズクラブ、八中ＰＴＡ、八中おやじの会、八中校区
青少年健全育成会、人権教育推進委員協議会、八中

治会、ローレルコート新千里東町あかしやの丘自治
会、ザ・千里タワー、レジデンス千里中央

校区地域教育協議会、八千代クラブ、エルダー東町、
あかしやの丘シニアクラブ、ガーデンヒルズシニア

課題別団体： 東丘公民分館（分館）、東丘校区 連絡網の会、桜ヶ丘シニアクラブ、ボーイスカウト
福祉委員会（福祉）、豊中地域防犯東丘支部（防犯）、 豊中第１４団、ガールスカウト大阪府第６１団

Ｑ＆Ａ ここが知りたい
Ｑ１

ます。補助金の包括化の実現まで地域自治組織の立
ち上げを待つべきであるとの考え方もありますが、
新しい地域自治協議会では、地域の団体の代表者で

新しい地域自治協議会は、現在の連協
と何が違うのですか？

構成する理事会を設置し、協議を行い、地域課題を
整理し優先付けにもとづく地域づくり計画の整備や

現在の連協は、地域の意見を集約し、市と

担い手の醸成など、やれる範囲で将来像（ビジョン）
実現のための活動を推進すべきと考えます。そうす

の連絡調整窓口としての機能の一面を持ちますが、
地域自治組織の認定要件を満たしていません。

ることが、包括化実現となった際の円滑な移行の受
け皿となると判断しています。

Ａ

新千里東町地域自治協議会設立趣意書
私たち、新千里東町の住民と団体は、地域に住ま

し

新しい地域自治協議会は、市の地域自治促進条例
の認定要件を備えた地域自治組織です。新しい地域
自治協議会は地域の各団体で構成し、地域課題の解
決に向けた取組みを進めるための協議や、地域を代
表する組織として、市との連絡調整・協働の窓口と
しての機能を持ちます。

Ｑ３

福祉、分館、防犯の各活動領域に対
応する検討部会を設けることの意図
はなんでしょうか？

Ａ

新しい地域自治協議会の理事会は、地域別代表：
自治会長（地域自治の基礎的コミュニティ）、課題

新しい地域自治協議会の立ち上げ時は、福
祉、分館、防犯の活動領域は既存組織の活動の継続

別代表：公民分館・福祉委員会・防犯東丘支部・新
聞委員会、世代別代表：小学校ＰＴＡ、小学校長、

を想定していますが、これと併せてそれぞれの領域
の活動について、今後の組織体制や活動内容、担い

ダディ−ズ、老人会代表、そして公募住民（2名）
で構成され、より多くの住民の意見集約ができる組

手などについて検討する部会を設けたいと考えてい
ます。その意図は、それぞれの活動領域について、

織体制となります。

①現在の上位組織を含めた全体の組織体制、補助金
を含めた会計内容、そして現状の活動内容に関し

Ｑ２
Ａ

て住民の理解を深めること
東町地域活動を担っている福祉、分館、 ②新しい地域自治協議会の目的を共有し、それぞれ
防犯など既存団体の組織が、現在のま
ま継続となっているのは、なぜですか？

の活動領域での関連団体や住民意見も踏まえ、活
動のあり方、進め方を検討することです、こうし

既存団体が新しい地域自治協議会の組織

た活動を通じて、新しい地域自治協議会の組織体
制が本来あるべき姿となって住民の理解が深まる

として機能するには、補助金の包括化が望まれます。
補助金の包括化の実現には、もう少し時間がかかり

ます。
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

と同時に、新しい担い手の発掘など地域活動の活
性化に繋がると考えるからです。
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防犯東丘支部では、今年度の総会に向けて準備をしていると
ころです。各自治会から選出される防犯委員の方々と共に、地
域の防犯意識を高め、今後も安心・安全の東町を目指して頑張
ります。更なるご協力をお願いいたします。（防犯役員一同）

いつも見守り ありがとう！
「今年もよろしく」と、東丘小学校児童の前
に並んだ見守り隊の皆さん。
「僕の知ってるおじさん、おばさんはどこか
な？」と、探す子ども達。緊張の新学期がほ
んわかとする空気に包まれました。
地域の見守りは、月・水・金曜日の登下校時、
PTA見守りは火・木曜日の登下校時です。

《見守り隊紹介・その1》◆子どもから 元気をもらって 若返り
まずは 6名の見守り隊の皆さんにきいてみました。続きは次号で紹介します。
①お名前
②お住まい
③ 見守り 歴
④参加のきっ
かけ、
感想など
①坂上喜代子さん
②東町3-3
③7年目
④今年度から見
守り隊隊長をつ
とめさせていた
だきます。たく
さんの方に見守
りに参加してい
ただきたいと願っ
ています。

①新居 恵理さん
②OPH
②6年目
③福祉委員会の
ボランティア紹
介がきっかけで
す。
子ども達とのふ
れあいが、楽し
みです。

防犯速報

①大和 幸枝さん
②東町3-3
③1年目
④何か出来る
ことがあれば
と思っていた
時、坂上さん
に声をかけて
いただき、始
めたばかりで
す。

①野崎 重次さん
②東町3-3
③3年目
④何か役に立
ちたいと思っ
ていたところ、
ご近所の坂上
さんに誘われ
て、始めまし
た。

①杉村 芳子さん
②ガーデンヒルズ
③7年目
④防犯役員の
一員として、
役に立てばと
発足時から参
加しています。

①北山 宗吉さん
②ガーデンヒルズ
③7年目
④杉村さんに
誘われて。し
てあげるつも
りが、逆に子
ども達からエ
ネルギーをも
らっています。

豊中警察署 H24.4 版

ちかん出没、注意！

スキナシ！

最近、千里中央駅周辺で、女性を狙ったち
かん被害が発生しています。女性の一人歩き
は危険です。
出来るだけ人通りの多い、明るい道を歩きましょう。
特に第
第八中学校の北側、千里阪急ホテル南側の両外周
道路は夜になると人通りも少なく危険です。
ヘッドホンや携帯電話に夢中になっている時は、特に
要注意！ 狙われていますよ！

健康と友達作りに
ボランティア始めてみません
か？
◆児
児童見守り隊◆
月・水・金曜日の登下校時、
散歩がてら、見守りボランティア

◆夜
夜のパトロール◆
毎週 金曜日 午後9時～10時
東町を一回り、パトボランティア

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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東町の5月・6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
第１火曜日

祉祉祉祉

ふれあいサロン
午後1時～3時

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

子ども囲碁教室
理 科 実 験 教 室
科 学 で 遊 ぼ う
グリーンマップを

コミ ュニティ
ルーム Ｂ

作 ろ う

土 と 親 し む
外国の人と遊ぼう

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動

福祉委員会総会
地域自治協議会
理事会

献 血
アダプトロード
清 掃

公民分館

5月15日
会費
幼児を遊ばせながら、保護
東町会館
6月19日
者どうしが交流する場です。
100円
手芸をしたり、歌ったり、お喋
5月1日
会費
東町会館 りをして楽しくすごします。
6月5日
100円
5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
6月5,12,19,26日
管理人室 higashiokasodan@gmail.com
放課後子どもの居
5月2,16日
将棋もできます
場所プランとして実
6月6,20日
施されています。東
5月12日 火遊び・火を怖がらないで実験 丘校区の小学生と保
護者・地域の皆さん
6月9日
も参加できます。子
5月26日 空気の力を知ろう
どもたちが放課後や
6月23日 カラーペンの色の組み合わせ 週末を安全に健やか
に育まれるよう、地
5月9日
域諸団体や学識経験
6月13日
者の協力を得て開催
しています。
5月23日
畑の管理と作物の収穫
予約は不要です。
6月27日
当日、コミュニティ

毎週火曜日
午前10時～12時
第１第３水曜日
午後3時～4時半
第２土曜日
午前10時～
第４土曜日
午前10時～
第２水曜日
午後3時～
第４水曜日
午後3時～
ルームＢ室に直接お
第５水曜日
5月30日
越し下さい。
午後3時～
5月13日（日）
＜定期総会＞平成24年度の事業計画を審議します。福
午後1時30分～3時30分 祉に関心のある方のご参加をお待ちしております。
5月13日（日）午後5時～7時
会議は原則全て公開とし住民（協議会
東町会館
6月17日（日）午前10時～12時
メンバー）は傍聴することができます。
5月19日（土）
千里中央阪急バス 今、医療に必要な血液が不足して
午前10時～午後4時30分
います。この機会に愛の献血を
案内所付近
「こぼれび通り」「もみじ橋通り」に分かれて清掃
5月27日(日) 午前9時 集合場所
します。お子さんも一緒に参加しましょう。
6月24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

社会見学のご案内

日時：6月2日(土)集合7時50分東丘小学校西門前
行先：和歌山県湯浅方面
行程：東町(8:00)→濱口梧陵記念館・津波防災
教育センター(10:00～11:30)→国民宿舎湯浅城
にて昼食（11:40～13:00)→湯浅醤油工場見学
（13:10～13:50）→和歌山マリーナシティで買
い物(14:30～15:20）→東町(17:30頃)
命を懸けて津波から村を守った稲むらの火で
知られる和歌山県湯浅方面に行きます。また、
湯浅は、醤油発祥の地としても有名です。
＜受付＞日時：5月19日(土)午前10時
場所：東町会館2F集会室
定員：40名(10時時点で定員を超えた場合には
抽選となります)
参加費用：１人5,500円（受付当日参加費を用
意ください。お一人2名まで申し込みできます)
お問い合わせ先：早田 0 9 0 - 3 0 5 6 - 5 9 0 1
寺村 0 9 0 - 1 0 2 9 - 4 6 4 8
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

