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福祉の広場

高齢者のための
２つの健康講座

１ 認知症は防げるか？ 東町会館
7月3日、ふれあいサロンのあと

(奇数月1日発行)
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敬老の集い：
：9月15日（土）
東丘小学校体育館
プログラム（予定） 12時40分開演

健康づく

り推進員会主催の講演会（講師：豊中中部保健
センター、作業療法士 木村宏之さん）は多く
の聴衆であふれました。日に日に物忘れがひど
くなるという多くの高齢者にとって、大変関心
のあるテーマです。木村さんの話は「頭を使う
こと」が大切ということでした。手足を使うジャ
ンケンで、頭を使う体操を楽しみました。「頭
をつかうには会話がよい」というお話には多く
の参加者が納得しました。毎日顔を合わせてい
る家族や仲良しとだけでなく、外へ出て、少し
気のはる人とも話をしてみませんか？ 「街角
ひろば」とか「ふれあいサロン」「なんでも相
談」とか東町にはそのような機会がいっぱい用
意してあります。

２ 夏の脳梗塞 あかしやの丘集会室
講師は北町、内科医院の沢村明彦先生。
2 月に「脳梗塞、心筋
梗塞」のお話を東町会
館でして頂き、大変好
評でした。「あかしや
の丘シニアクラブ」が
重ねてのお話を7月14
日にお願いしました。今年の夏は猛烈な暑さで
熱中症で高齢者を中心に多くの方が亡くなりま
した。夏は脳梗塞も多い季節で、これも暑さに
よる脱水が引き金になるそうです。アルコール
を控え、こまめに水分をとりなさいというお話
でした。とくに高齢者は、のどの渇きに鈍感な
うえ、水も我慢して飲まない時代に育った方が
多いので、有益なお話を頂いたと思います。

第八中学校ブラスバンド
挨拶と100歳、米寿の方へのお祝い
東丘小学校一年生の斉唱
東丘小学校高学年生のバトン
安井校区福祉委員長の息抜き体操（全員）
千里民踊彩竹会の民踊
東（あがり）会の沖縄エイサーと南中ソー
ラン
 東丘小学校先生方のリコーダー演奏
 八鼓の和太鼓








◎プログラムには変更があります。後日配布の
案内を参考にしてください。
敬老の集いに、今年豊中市から東町の集い
に招待される65歳以上の方は、2,409人(男976
人、女1,433人）です。米寿の方21人、百歳の
方3人が含まれます。
初参加の方は、地域の人に「デビューの日」
として歓迎されるでしょう。新たな人生の門
出を祝いましょう。
総合司会は大学生の尾﨑加奈子さん（八鼓）
です。若い力に支えられる敬老の日です。
◎今年も「地域ふれあいテーブル」方式で会場
を設営します。ご参加の高齢者は家族、友人
と一緒にお座り下さい。
◎今年は西門を開放します。ただし、交通整理、
誘導などは行いません。道路の横断は充分に
ご注意下さい。該当道路を通行する車には注
意案内の掲示をします。
◎車いすでのご来場を希望される方は、予め福
祉委員までご連絡下さい。
◎車でのご来場はご遠慮下さい。

夏の“カレー”と“そーめん”の食事会

7月13日と7月27日

東丘校区の民生委員と福祉ボランティアは、ひとり暮らし高齢者など調理困難な方（給食対象者）
に、安否訪問をかねて月2回の手作り料理弁当の配食を行っています。
7月は東町会館で対象者に集まって頂き、そろって会食して頂くこと
にしています。皆さんに暑い夏を乗り切って頂こうと、食欲をさそう
スタミナ充分の手作り「カレー」と、見るからに涼しげな「そうめん
料理」の食事会を、それぞれ13日と27日に楽しみました。27日には、
桜ヶ丘の藤田征夫さんに見事な手品を披露して頂きました。
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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アソカ幼稚園の一日
アソカ幼稚園は、浄土真宗本願寺派の幼稚園です。子ども達の一日は、阿
弥陀様と親鸞様に両手を合わせて、朝のご挨拶をすることから始まります。
保育室や園庭で、思い思い好きな遊びを楽しんだり、先生と一緒に、クレパ
ス・絵の具で絵を描いたり、折り紙をしたりして楽しく遊びます。お昼は、
園で調理された給食を頂きます。両手を合わせて、阿弥陀様に「いただきま
す。」のご挨拶をして、おしゃべりも楽しみながら、給食を頂きます。食後
は、園庭でお友達と元気一杯遊びます。そして降園。阿弥陀様と親鸞様に一日楽しく遊べたことにお礼
を言って、「さようなら、ありがとう。」とご挨拶をします。こうして園児の一日は終わります。
園では、絵画を楽
しむだけでなく、音
楽や体育も講師の先
生とともに楽しんで
います。音楽では、
歌を歌うだけでなく、
タンブ・トライ・鈴などのリズム楽器、小太鼓、
体育では、マットで前回りや後ろ回り、側転をし
大太鼓やティンパニーなどの大きな楽器も使い、
たり、跳び箱・鉄棒・ボール・なわとびなど、いろ
シロフォンやマリンバ・メロディオンなどのメ
んな器具を使って遊んでいます。夏には、プール遊
ロディー楽器も使って、リズム打ちだけでなく、
びもします。
簡単な合奏もしています。

一学期は、始園式に始まり、仏生会・降誕会・遠足・月一回の誕生会・母の日父の日の参観・一泊保育・
七夕・盆踊りなどたくさんの行事をしました。二学期には、敬老の日の交流会や運動会、作品展などの行
事を行う予定です。
母の会主催で10月25日のバザーと27日の子供祭りが行われます。バザーでは手作りの作品もたくさんあ
ります。ぜひ東町近隣の皆様もアソカ幼稚園にこられて楽しんで頂けたらとおもいます。 主任 吉田益子
バザー・10月25日（木）

アソカまつり・10月27日（土）

会場：アソカ幼稚園 講堂
開催時間：10:00～13:00＜雨天決行＞

会場：アソカ幼稚園
教室・講堂・園庭

◎9時45分より南門にて整理券配布いたします
*10:00～ バザー開始
*11:00～ フリー入場
*12:30～ 半額セール
★手作りコーナー コサージュ、ヘアアクセサ
リー、バック、ポーチ、エコクラフト、手作り
インテリア雑貨、園グッズなど ★リサイクル
品 制服、本、おもちゃなど ★雑貨 食器、
タオル、日用雑貨・・など
素敵なものがみつかります！

開催時間：10:00～12:45＜雨天決行＞

◎幼稚園南門よりご入場下さい

★千本引き、だがしつり、いろいろすく
い、アスレチックピザ投げ、作って遊ぼ
う工作ブース、外遊びコーナー・・・楽
しいゲーム満載です！
♪お気軽にお越しください♪
アソカ幼稚園 母の会
◎スリッパ・靴袋をご持参ください
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千里ニュータウンまちびらき50年記念フェスティバル
10月20日（土）午前11時～午後8時

千里50年まつり

10月21日（日）午前11時～午後5時

千里中央・せんちゅうパル北広場・南広場・セルシー広場
千里ニュータウンまちびらき50年を祝い、大人から子供まで楽しめるお祭りがくり広げられます。

ステージ・セルシー広場

テントイベント・展示ブース

[開催概要] 地元大学、高校によ
る出演、パフォーマンス、チアリー
ディング、吹奏楽、ジャズ演奏、
等々。1960年代のファションショー、
人前結婚式、大道芸、プロ歌手の
歌謡ショー等を予定。

せんちゅうパル北広場・南広場
ふる里交流ブース、国際グルメブー
ス、50円均一縁日屋台、体験ブー
ス（昔の遊び体験、おもちゃづく
りクラフト教室、コンピューター
体験等）企業ＰＲブース等

フィールド
ステージ
せんちゅうパル
北広場
阿波踊り、大道芸、
ストリートライブ、
回遊イベント等

千里キャンドルロード 11月10日（土） 夕刻～夜 予備日11日（日）

千里南公園一帯
千里ニュータウンの人口と同じ9万個のキャン
ドルを使った、光のアートイベント。竹の明か
りで公園を幻想的にライトアップ。 「あかり
アート」の作品展示にあわせてコンサートを行
います。
新千里東町
の東丘小学校
では昨年、東
ライトアップのイメージ
日本の被災地
に学用品を支援物資として送っていました。そ

の後、仙台市立七郷小学
校からこの春ホウセンカ
の種が送られてきました。
東丘小学校ではこの種を
全児童が校庭で育て、そ
の花は、この夏みごとに
咲き揃いました。その種をさらに広く千里ニュー
タウンに広め育てて貰いたいとの願いを込め、
このイベントでバルーンリリースとして大空に
放たれます。この東北と東丘小学校との小さな
つながりが 長く大きく育つように願っています。

明日へ続く市民まちづくりフォーラム

11月25日（日）

千里中央・よみうり文化ホール
千里ニュータウンの「これから」を、そこに住まう人々が語り合うまちづくりフォーラム。
コーディネーターやゲストを交えながら、市民（大人、学生）や留学生など様々な視点から今の街を
語り未来を考える。まちびらき50年イベントのフィ
第1部 こども未来フォーラム 午後1時～2時15分
テーマ：「千里ニュータウンについて、調べた
事、考えた事」（予定）小学校高学年

第2部 市民創造フォーラム 午後2時30分～4時
テーマ：「新・半世紀へ：千里ニュータウン・
進化への提言」（予定）

「千里ニュータウンの都市計画を観て歩く」「千里ニュータウン一周ウォーク」の申し込み方法
住所・氏名・電話番号・参加コース・参加人数を書いて、はがきまたはfax、メールで申し込み。
[宛先]千里ニュータウンまちびらき50年事務所 fax 06-7172-9102 ﾒｰﾙ senri50th@gmail.com
[住所]〒565-0862 吹田市津雲台1丁目1番Ｄ１－２１０ 千里ニュータウン一周ウオークは10/25(木)必着
※雨天決行（気象警報発令時中止） 問い合わせ先：吹田市千里再生室 0 6 - 6 3 8 4 - 2 8 1 6
[HP]http://www.ab.auone-net.jp/~senri50/ [ブログ]http://www.hnpo.comsapo.net/senri50/
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1962年（昭和37年）「千里ニュータウン」が誕生しました。東洋一の規模、我が国最初の理想的人工都
市として計画されましたが、それは「新しいこと」の実験場でもありました。
今年はまちびらき50年、新たな幕開けとなる日を記念し、さまざまなイベントをみんなで楽しみます。

オープニング

9月15日（土） 千里市民センター大ホール
映画上映〚青春のお通り〛
1965年（昭和40年）千里ニュー
「千里とともに生きて千里の未来 タウンを舞台に撮影された日
を語る」入居当初の苦労話、暮ら 活映画上映。吉永小百合・浜
しの変化、ニュータウン第三世代 田光男主演。ニュータウンが
できたころの映画です。
への展望など・・・・

オープニングセレモニー
午後1時～1時45分
高野台中学校合唱部の合唱

語り部トークセッション
午後1時45分～4時

実行委員長あいさつ
大阪府副知事あいさつ
吹田・豊中両市長あいさつ

タイムスリップ展

9月3日～11月25日

2つの会場で開催

第一会場
千里ニュータウンプラザ2階
「千里ニュータウン情報館」
南千里駅西側
9月3日～11月25日
午前9時～午後5時30分
千里ニュータウンの50年
を振り返り、将来へ向けて、
パネルや映像を活用した展
示が行われます。
◎9/3(月)・17(月)10/8(月)
以外の月曜日と、9/18(火)
10/9(火)はお休み

主催：千里ニュータウンまちびらき
50年事業実行委員会
後援：千里ニュータウン
再生連絡協議会

第二会場
佐竹台タイムスリップ館
府営千里佐竹台住宅
Ｂ39棟20 2号室午後1時～ 4時
1970年（昭和45年）ごろ
の生活を再現。最初に入居
が始まった府営住宅の一室
で、当時からの住民を始め
ボランティアガイドが「あ
の頃の千里へご案内します。
開催日：9月16(日).23(日).
30(日) 10月8(月祝)14(日).
21(日).28(日) 11月4(日).
18(日).25(日)

千里をまるごと楽しもう
千里ニュータウンウォーク
9月30日(日)
午前9時30分集合～12時
集合：千里中央・せんちゅうパ
ル北広場(解散は南千里駅)
参加費：無料(カンパ歓迎)
文化財の木造校舎と上新田の
集落などを訪ねる.約5km
第１回～第３回いずれも
集合：午後１時～４時の予定
参加費300円 事前申し込み
が必要、詳細6ページに記載

千里ニュータウンの
都市計画を観て歩く

千里ニュータウン
一周ウォーク

 第1回：10月6日(土)
集合：南千里駅(解散も同じ)
南千里地区をめぐる。約5.5km
 第2回：10月14日(日)
集合：千里中央せんちゅうパ

11月10日(土)
受付開始：午前8時30分
出発式 ：午前９時
スタート：午前9時30分
集合：千里南公園の野外舞台前

ル北広場(解散も同じ)
千里中央地区をめぐる.約6.5km

参加費：健脚コース20km 500円
中級コース10km 300円

 第3回：10月20日(土)
集合：北千里駅(解散も同じ)

ファミリーコース 5km 300円
[事前の申し込が必要：詳細は

北千里地区をめぐる.約6km

6ページに記載]
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好天に恵まれた7月28日(土)
し,良い体験だったと思います。
29日(日)東丘小学校で東丘ダディー
目玉のキャンプファイヤーで
ズクラブ主催の『宿泊カレーパー
すが,今年は時を同じくしてロ
ティー』を行い,今年は82名の
ンドンオリンピックが始まった
宿泊者と日帰り参加者,スタッフ
ということで,火の神に「サワ選
を含め約190名が楽しい時を過ご
手」がトーチを持って登場！司
しました。ダディーズの宿泊カレー
会も今年ブレイクの杉ちゃん風
パーティーといえばキャンプファ
の「赤杉ちゃん」が進行と豪華
イヤーが目玉ですが,今年はその
なものに。そしてお待ちかねの
前に大阪大学の皆さんとのコラボ
ダディーズのスタンツは,みんな
レーションということで、二つの
も知っている「ＡＫＢのヘビー
環境デザイン(風景・出来事のデザイン)の試みを ローテーション」を披露。今年のスタンツには学
行いました。
校の先生も一緒に踊るというサプライズもあり,子
一つ目は“光るど根性キノコ”といって,怪しく どもたちは大盛り上がりでした。キャンプファイ
発光するキノコをみんなで作り,校庭に並べました。 ヤーは勿論ですが,東丘こども教室で収穫したジャ
二つ目は“千里でダンス”といって,千里の街を ガイモとタマネギを用い薪で煮込んだダディーズ
バックに音楽に合わせて踊るキャラクターに,当日 カレーや6年生を中心に今年初めて芝生に張ったテ
撮った子供たちの顔写真をパソコン上で合成し,ス ントでの宿泊,プール・・・子どもたちにまたひと
クリーン上に映しました。これらは少ない時間で ついい思い出ができたと思います。 主催:東丘ダ
の試みでしたが,子どもたちはそれぞれ楽しく参加 ディーズクラブ(草場 記)
50名あまりの子ども達が各々手作りしたロケットが東丘
小学校の運動場で高々と飛び上がりました。力あまって体
育館の屋根に上がったり、プールにまで入り、校長先生もロケット回収に走り
回ってくださいました。毎年恒例行事となりましたが人気は衰えません。

子ども教室

2012年 分館

ふれあい運動会
10月14日(日）9時～15時30分
東丘小学校運動場
プログラムは事前に配布
（雨天の場合、10時～12時
東丘小学校体育館）
個人種目では、幼児から高
齢者まで、年齢に関係なく、
どなたでも参加できるたくさ
んの種目があります。
団体競技は、各自治会や団
体対抗の種目以外に、当日に
参加申し込みのできるものも
あります。ビンゴゲームも、
お楽しみください。
等賞や参加賞等たくさんの
賞品を用意していますので、
奮ってご参加ください。

秋のイベント

文化祭
11月3日(土) 14時～17時

秋の講座
10月27日(土)・11月10日(土)

11月4日(日) 10時～15時
11月17日(土)・11月24日(土)
東丘小学校体育館
14時～16時
運動場では(11月4日のみ）グラ ●太極拳で健康づくり入門
で んれい
ンドゴルフをお楽しみください。 講師:医学博士 田麗さん
(中国出身,北町在住女性)
＜作品展示種目＞
●書道:半紙以上～
場所:東丘小学校多目的教室
画仙紙版切り以内
(コミュニティールーム隣）
●絵画:用紙は、画用紙四つ切
受付: 10月6日(土) 11時
り～35号まで。
東丘小学校内
色紙,俳画,はり絵,日本画,油
コミュニティールーム A
絵,版画など
11時時点で、講座定員(20
●写真:大きさは、六つ切り以
名)を超す申し込みがあった
上、パネルまたは厚紙ばり
場合には抽選となります。
●手芸その他:木彫り,押し絵,
問い 寺村 ℡ 090-1029-4648
木目込み,編み物,洋裁,人形,
合せ 早田 ℡ 090-3056-5901
刺繍,造花,その他手作り作品

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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８月初め、防犯のホームページに初めてのコメントが。狭山
市の自治会長さんから、「パトロール時、どんな呼びかけをし
たらいいか？」とのご質問。東町の現状を報告すると、後日
「私達も火の用心・戸締り用心にしました」と。嬉しい繋がり。

夏の合同パトロール
パトロール参加は数年前の役員時と今回とで２回
目の参加でした。東丘防犯役員の方々の昔と変わら
ぬ熱心な活動に対し、改めて感謝します。
３日間のパトロールは、近隣の人達との新たな交
流もあり、若い人達の参加の多いことも明るい未来
の東町を象徴するようで心強く感じました。
「火の用心」とおなかから声を発し、心地よい汗を
流すことができました。（東町3-3 Ｍ．Ｉ）

今回初めて参加させていただきました。
各自治会、団体、小中学校の先生方など多
くの方々が様々なお立場で東町の防犯に関
わられている事、この道は夜でもこんなに
明るいんだ！などの発見があった事、ベビー
カー付きで参加した私に、階段の度に皆様
がお声をかけて下さり、その優しさに感謝
した事、東町をいろんな意味で知ることが
できた３日間でした。
（健全育成会 小川）

私達、参加しました
この夏、初めてパトロールに参加しました。東丘は緑が
多く、その分暗く危険な場所もあります。もちろん、各個
人の防犯対策は大切ですが、このような地道な活動が、地
域住民全体の防犯意識を高め、犯罪を未然に防ぐことにつ
ながると思いました。
地域交番より警察官、東丘小学校から校長・教頭先生が
参加され、子ども達も地域一体で守られていると感じたのではないでしょうか。校長先生から
「学校は落ち着いている。学校と近所とのかかわりが学校の安全を守ることになり、犯罪の抑止
力となる」お話をいただき、東丘のさまざまな活動が、子ども達によい影響を与えていることを
知り、継続していくことが大切だと思いました。
毎週金曜日９時からパトロールや見守り隊の日々の活動には頭が下がります。皆様お疲れのな
いよう今後も頑張ってください。
（Ｇ・Ｈ千里中央 匿名）

交交交交通通通通安安安安全全全全功功功功労労労労者者者者等等等等表表表表彰彰彰彰式式式式 ＆＆＆＆
交交交交通通通通ルルルルーーーールルルルママママナナナナーーーーアアアアッッッッププププココココンンンンササササーーーートトトト

《日時》 ９月 日（
木）
午後１時～４時
《
場所》
豊中市立アクア文化ホール
（一部 ）
交通安全功労者表彰式
（二部 ）
大阪音大生によるステージ
ベリーダンスステージ
消防音楽隊演奏
箕 面自由学園ビューティー
ベアーズによる演技
20

「ひがしおか」新聞委員会より
「ひがしおか」のホームページには、東町
の行事、団体、サークル、買い物まで東町
の全ての情報がつまっています。
東町の詳しい事情は
「新千里東町」検索 http://e-senri.jp/
◆新聞「ひがしおか」のカラー版
◆編集委員のブログもごらんください。
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東町の９月・10月の行事・催しのお知らせ
福福福福

子育てサロン
つくしんぼ

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
グリーンマップ
を作ろう
土と親しむ
外国の人と遊ぼう

地地地地 域域域域

東丘小学校除草
敬老の集い

活活活活 動動動動

地域自治協議会
第５回理事会
地域自治協議会
第６回理事会
ふれあい運動会
分館秋の講座
３・３広場
アソカ祭り
バザー
街角広場
11周年記念
アダプトロード
清掃

予告

文化祭

第３火曜日
9月18日 会費
幼児を遊ばせながら、保護
東町会館
午前10時～12時
10月16日 100円
者どうしが交流する場です。
第１火曜日
9月4日 会費
手芸をしたり、歌ったり、
東町会館
お喋りをして楽しく過ごす。
午後1時～3時
10月2日 100円
毎週火曜日
9月4,11,18,25
東町会館 専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8
午前10時～12時
10月2,9,16,23,30 管理人室 higashiokasodan@gmail.com
放課後子どもの居場
第１第３水曜日
9月5,19日
指導 西師匠
午後3時～4時半
10月3,17日
上崎師匠・川畑師匠 所プラン」として実
9月第3土曜日
9月15日午前10時～ 大きな風船だぞ 施されています。東
丘校区の小学生と保
10月第2土曜日
10月13日
第４土曜日
9月22日 サイダーができるかな？
護者・地域の皆さん
も参加できます。
午前10時～
10月27日
グリーンアドバイザー
子どもたちが放課後
第２水曜日
9月12日
本田先生
や週末を安全に健や
午後3時～
10月10日
第４水曜日
9月26日秋を迎える畑とサツマイモ畑 かに育まれるよう、
地域諸団体や学識経
午後3時～
10月24日
験者の協力を得て開
第５水曜日
10月31日
催しています。
午後3時～
9月10日（月）東丘小学校
児童がする除草作業を応援をします。軍手、草
午前8時30分～体育館前集合 刈道具を用意ください。雨天の場合は翌日実施。
9月15日（土）
東丘小学 西門を開放します道路の横断には充分に注意を、
午後12時40分開演 校体育館 車いすで来場の方は福祉委員に連絡ください。
9月16日（日）
会議は全て公開を原則としています。協議会メ
東町会館
午前10時～12時
ンバー（住民）は誰でも会議を傍聴できます。
10月21日（日）
東町会館
午前10時～12時
10月14日（日）
東丘小学 主催：東丘公民分館 雨天の場合は体育館
午前9時～午後3時30分 校・校庭 にて午前10時～12時に実施。奮って参加を
10月27日～毎土曜日4回 東丘小学校 太極拳で健康づくり入門 10月26日に
11月10,17,24日
多目的教室 申し込が必要、詳細は本誌3ページ
毎月第２水曜日
３の３集会所 9月12日(水)28日（金）
第４金曜日
午後1時～4時 10月10日(水)26日（金）
10月25日（木）午前10時～13時
アソカ幼稚園母の会主催
10月27日（土）午前10時～12時45分
詳細は本誌6ページに掲載
10月7日（日）
近隣センター北東 楽しいイベントを計画中です
午前11時～3時
角(東屋)周辺広場
「こぼれび通り」「もみじ橋通り」に分かれて
9月23日(日) 午前9時
集合場所
10月28日(日)

～10時

東丘小学校

11月3日（土）午後2時～5時

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。

公民分館主催：東丘小学校体育館及び校庭。

11月4日（日）午前10時～午後3時 詳細は本誌3ページに掲載。
災害が起こった時、どのように行動するか、準備しておくことが大
切です。大阪府全域を対象に、開始の合図を受けて、予め考えてお
いた行動を一斉にする訓練です。ぜひ参加して身を守る備えを！！

大地震発生に備えて、考え、行動しよう
９月５日（水）11時～ 一斉防災訓練を実施！
携帯電話の緊急速報メールが訓練開始の合図です
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

