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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

2010年10月1日に、東丘保育所の中に「地域

子育て支援センター」が開設されました。地域

支援保育士が２名となり、センターに来られた

方への対応、同年齢のクラスのつなぎ等、より

充実した取り組みができるようになりました。

サロンや保育所が遠くて行きにくい、家から

出にくい方たちへ、近くの公園で「情報提供」

「遊びの提供」そして「子育て相談」などの支

援活動にも努めています。地域支援保育士の重

要な役割は、子育てに関する

「相談」です。

また、サークル支援、講座の開

催、他機関と連携して地域に

密着した支援活動を行っ

ています。そして、主

任児童委員さんと一

緒に行っている「こ

んにちは赤ちゃん」

事業は、子育てサロ

ンや保育所につなげ

る大切な情報提供の機会

となっています。お母さん

同士が“ほっと”しておしゃべりが

でき、つながっていけるきっかけづくりと「豊

中のこの町で子育てできてよかった」と思って

いただける「子育て支援」を目指しています。

（東丘保育所地域子育て支援センター 田中）

東丘保育所は、一人

ひとりのちがいを認め

仲間を大切にしながら、

共に生活する事が楽し

いと思える保育所づく

りをしています。

0歳児・1歳児サーク

ル・各クラス交流・誕

生会を月1回行い、発育

測定やいろいろな遊びを職員と楽し

みながら、地域の保護者同士のつな

がりを支援しています。保育所の子

どもたちと過ごす事で、わが子の成

長に目を向け将来の子どもの姿

を思い浮かべることができ

る場にもなっています。

また、地域の高齢者の

方に見守っていただきな

がら、お餅つきや新年の

集い等交流をしています。

今年度は耐震工事のために残

念ながら地域との交流事業は10月

より中止になりましたが、12月1日の千

里フェスタには5歳児と保護者が「親子よっちょ

れ」で出演しますので応援してください。保護者

会も夏祭り・文化祭・千里フェスタと公民館行事

に参加しております。 （東丘保育所所長 伊田）

東丘保育所 子育て支援センター

※耐震工事中、お庭を使うことができません。10月6日から来年2月末まで、保育所横の

テニ横グランドを使用させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

自治協議会・公民分館

校区福祉・防犯東丘

合同編集委員会発行

編集責任者

栁原 一之

発行部数 4,600部

新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町

ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジ

hhhhttttttttpppp::::////////
eeee----sssseeeennnnrrrriiii....jjjjpppp

東丘保育所は、地域子育て支援センターとして、

お庭の開放を行っています。また、おむつ交換や授乳も行える

空間を提供しています。気軽にお立ち寄りください。

◆◆◆◆おおおお庭庭庭庭開開開開放放放放日日日日◆◆◆◆《《《《月月月月～～～～土土土土》》》》9999：：：：00000000～～～～11112222：：：：00000000《《《《月月月月～～～～金金金金》》》》11115555：：：：00000000～～～～11117777：：：：00000000

地域子育て支援センター（東丘保育所内）

《《《《東東東東丘丘丘丘保保保保育育育育所所所所》》》》
◆児童数： 147名
◆職員数： 46名
(保育士/看護師/技能員)
◆保育時間：7時～19時
◆電話：06-6872-2791

◇緊急一時保育制度◇

保育所児童以外の保護者も

やむなく保育できない場合

に12日間を限度に1日1世帯

利用できる制度もあります。

（疾病・ 冠婚葬祭・出産等)
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今年も昨年のように、設営ボランティアのご協力により、参加者が花

を飾った15のテーブルを囲んで座り幕間の会話を楽しみました。

休日にも拘らず東丘小学校の先生方が総出演され、十河校長先生の指揮のもと演奏に合わせて、会場

全員で「ふるさと」を歌いました（写真左）。例年のように「八鼓」が見事な締めを飾ってくれました

（中）。 民踊にあわせて、客席にも「佐渡おけさ」が沸き起こりました（右）。

東町の高齢者率（65歳以上の人口に占める割

合）は豊中市の22.4％に対し、30.8％と格段に

高く、さらに、これからも団塊の世代の高齢者

入りも予想されます。

私ども東町の4つの老人クラブ（あかしやの丘

シニアクラブ、エルダー東町、ガーデンヒルズ

シニア連絡網の会、桜ヶ丘シニアクラブ）は東

町地域自治協議会、地域づくり部会の一員とし

て高齢者問題を担当するため、去る7月に連絡会

を結成しました。

活動の目的として

① 高齢者が独りぼっちにならないようにする

② 平常時から高齢者の安否確認をする方策の

研究と普及

③ 東町には手じかに利用できる老人福祉施設

（デイサービスセンターなど）が無いことか

ら、これら施設の誘致をはかる努力をするなど

であります。

これらの活動を前向きに進めるためには、各団

地、マンションに老人クラブが出来て横の連絡

が拡がり、お互いに手をつないで高齢者問題が

少しでも解決していくことを祈っています。

高高高高齢齢齢齢者者者者のののの横横横横のののの連連連連絡絡絡絡をををを広広広広げげげげよよよようううう 東丘老人クラブ連絡会 清水 博文

福福福福祉祉祉祉のののの広広広広場場場場

今年東町から2400人を超え

る65歳以上の高齢者が招待さ

れましたが、そのうち1000人

近い方が参加されました。会

場の設営、集いの会の運営に

は100人近いボランティア（東

丘小学校、各自治会、校区諸

団体、ＰＴＡ、ボーイ・ガー

ルスカウト、民生委員など）

のご協力を頂きました。例年

のように八中ブラスバンドで

幕が開き東丘小学校一年生の

合唱など述べ180人の方にご出

演頂き、若い尾崎加奈子さん

の司会のもと、楽しい午後の

ひと時を過ごしました。
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豊中市ひとり暮らし老人会会長

八千代クラブ会長 苅野耕蔵

豊中市社会福祉協議会では、それぞれの小学

校校区ごとに、各校区福祉委員会の協力で「ひ

とり暮らし老人の会」を結成する事業を進めて

きました。

昭和54年に大池校区で「さつき会」が結成さ

れて以来、現在では38校区のうち、37校区でそ

れぞれの会がつくられ会員総数は1648人となっ

ています。当東丘校区の「八千代クラブ」は現

在会員数68名です。

☆会結成の趣旨と目的

「孤独感の解消と‘ひとり’より‘みんな’

と」をスローガンに同じ立場の仲間や地域住民

との交流を深めると共に、お互いに支え合い助

け合うことを目的としています。

☆会の活動

それぞれの校区の会によって異なります。

例をあげると次のようです。

・定例会；会長会（市連合会の場合）、誕生会、

役員会など

・季節の集い；お花見、餅つき、忘年会など

・世代間交流；保育所幼児、小学校児童との交

流

・趣味活動；文化祭（市連合会主催を毎年一回、

地域の文化祭への参加など）、カラオケ大会

の開催など

・旅行；日帰りバス旅行（校区福祉委員会など）

・清掃活動；地域活動に協力します。

☆ 会の運営

地域の皆さんと所属する校区福祉委員会にお

願いしています。会費は会によって異なります。

☆ 会員の募集

孤独の方が無いよう民生委員さんなどのご協

力で該当する方に入会を薦めています。ひとり

暮らしであること自体が、重大な個人情報なの

で、募集は困難です。自主的なご参加を希望し

ています。

問い合わせ先

苅野（Ｃ15－104、06-6832-3161）

今年の２月にあった、東町の行事「まち歩き」

の終了後に、参加した小学生約２０人に、何処

が一番気に入ったかを尋ねたら、全員が都市機

構（ＵＲ）の遊園地を挙げました。彼らの中に

は、ＵＲ居住者は一人もいなかったのですが、

毎日のように誘い合ってＵＲの遊び場まで来て

いるとのことでした。ここはとくに面白い設備

があるわけではないのですが、建物の壁に描か

れた楽しい絵や、こまやかに子ども達の安全を

気遣う標識の説明などに、子ども達を歓迎する

暖かい心遣いが感ぜられます。

一連の建て替え前の東町には何処にも囲いな

どなく、子どもは何処でも侵入して遊ぶことが

出来ました。ところが今、建て替え済みのマン

ションは囲いに仕切られ、門は半ば閉ざされ

「部外者立ち入り禁止」などと標示があります。

「部外者の子どもの立ち入りお断り」を安全を

確保出来ない理由で、小学校に申し入れた所さ

えあります。他所の子に安全でない所があれば、

自分の子にも危険ですから、そこを修理するの

が先と思います。

「マンションは公共の施設である」というの

は最近のマンション法の考え方と聞いています。

これに基づいて市では建て替えにあたり、建ぺ

い率の水増しや、補助金の支給などで相当の配

慮をしている筈です。そこを私有地だと言って、

植栽の保全のために、私たちが未来を託すべき

子ども達を締め出して良いのでしょうか。

（街角広場の投書箱からの意見）

豊豊豊豊中中中中市市市市「「「「ひひひひととととりりりり暮暮暮暮ららららしししし老老老老人人人人のののの会会会会」」」」とととと

「「「「八八八八千千千千代代代代ククククララララブブブブ」」」」ににににつつつついいいいてててて

子子子子どどどどもももものののの遊遊遊遊びびびび場場場場ににににつつつついいいいてててて

今今今今 年年年年 もももも 「「「「赤赤赤赤 いいいい 羽羽羽羽 根根根根 」」」」のののの 共共共共 同同同同 募募募募 金金金金 運運運運 動動動動 へへへへ

ごごごご 支支支支 援援援援 をををを よよよよ ろろろろ しししし くくくくおおおお 願願願願 いいいい いいいい たたたた しししし まままま すすすす 。。。。

寄せられた寄付金は、みなさまの地域で助けを必要としてい

る人たちを支援する、さまざまな活動に役立てられます。

●運運運運 動動動動 期期期期 間間間間 ：：：： 1111 0000 月月月月 1111 日日日日 ～～～～ 1111 2222 月月月月 3333 1111 日日日日
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いつも東丘小学校の芝生管理にご協力いただき

誠にありがとうございます。

お陰様で２年目となるこの１年。８月には乾燥休

眠を経験しましたが、大きな問題もなく管理でき

ました。

（詳しくは、

東丘芝生化委員会ホームページを御覧ください。）

小学校や地域の運動会などで、地域の皆様が家

族で「芝生での団欒」を楽しんでおられる姿を見

ていると、東町の町づくりがまた一歩進んだので

はと感じました。

さて、１年目の昨年は寒冷期にも緑の芝を保つ

ように冬芝を育てました。よりよい維持管理作業

を目指し、今年は実験として、冬芝を蒔かないこ

とにしました。冬期、芝生は休眠します。

春先には元気な新芽で緑となります。この実験

終了後、皆様のご感想・ご意見を頂きたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

芝生の維持には年間20万円強の経費が必要です。

委員会では「芝生基金」（芝生募金とアルミ缶回

収）を設け、皆様のご協力をお願いしています。

常時、募金箱を

「ひがしまち街角広場」

に置かせていただいて

います。

（地域行事の際には、

会場に置きます）

東丘小学校内コミュニティルーム入口西側に

あります。

学校やコミュ

ニティルー

ムに来られ

る時にお持

ち下さい。

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室：：：：
空気はあったまると膨

張し軽くなります。この現象を利用して、巨大

バルーンを作りました。カラスよけに目を書い

て大空高く上がるように願って実験開始。青空

向かってぐんぐん舞い上がりました。大成功！！

子子子子どどどどもももも教教教教室室室室

芝生基金にご協力下さい

アルミ缶回収

芝生募金



2012(平成24)年11月1日(木) ひひひひ がががが しししし おおおお かかかか (奇数月1日発行) 第72号 (5)

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

ネット社会になっても、年賀状はまだまだ日本

の習慣です。今年のお正月は「年賀カード」を

始めませんか。共同生活は知らぬ間に人のお世

話になったり、迷惑をかけたり…。なかなか面

と向かって言うチャンスはないけれど、せめて

お祝いと感謝の気持ちをカードに託して伝えあっ

てみませんか。「カードを送る」というちょっ

とした勇気をきっかけに人の心の扉がゆるみ、

ささやかな「つながり」が生まれる。それが育っ

てコミュニティのセーフティネットが緩やかに

作られる。そんな未来を一緒につくりましょう。

このカードコミュニケーションは、ちょっとした

勇気があれば、もちろん一人でもチャレンジでき

ます。でも突然カードがきたらびっくりします。

しかし、共同住宅全体で取り組めば、カードを送

る趣旨が皆さんに伝わっていますので、送りやす

く、受取る側も安心できます。管理組合や自治会

で「カード」を用意したりして、行動しやすい環

境を作る事が大切です。いま、全国の共同住宅で

この運動が広がっています。ぜひあなたも、まず

は「切手のいらない年賀状」を届ける事から、柔

らかいコミュニケーションを初めてみましょう。

年賀カードは、それぞれのお宅のメールボックスへ投函しましょう。

三が日にこだわらず、1月7日頃までの気がついたときに。

玄関ドアに新聞受けがあるタイプでしたら、玄関でも。

文字を書くのが苦手なら

ただ一言「おめでとう！」でも

「今年もよろしく！」でも充分です。

●このページの内容は下記団体の資料か

ら引用しました。

マンションコミュニティ研究会

e-mail：info@mckhug.com
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次世代に残す東町の

ビジョンに向けて

新千里東町地域自治協議会・会長 河野 昭一

新千里東町協議会が発足し、市から最初の助成金1,331,000円が交付されました。この金額の多寡

については皆さまそれぞれの感想やご意見があると存じます。しかし、交付金の配分が決まったと

言っても行使していくのには事業計画に基づく交付条件などいくつもの査定基準があり、それほど

簡単でもありません。一方、この交付金は我々住民が要望し、必要とすることに使用することがで

きるようになったということは大変意義あることだと言えるのではないでしょうか。

地域自治とは私たち住民が望ましいと思うことや願いや希望を、皆んなで集い議論しあってその

実現のために必要な費用を自分たちで使うという、本来の流れを創っていくことだと思います。

それは他人任せや行政任せにしないで、私たち一人一人が自分のこととして考え、行動していく

ことから動き出すのではないでしょうか。「ひがしおか」の今号では、これまでに活動を始めた諸

課題の部会や委員会の案内が記載されています。それぞれの部会や委員会概要をお読みいただき、

自分に関心がありそうなところを是非覗いてみてください。新たに10月の理事会で来夏の夏祭り計

画検討委員会、新春交歓会・協議会創立記念行事実行委員会が追加承認され、更に共通課題検討部

会のテーマとして地域活動の拠点整備を検討することになりました。上記の部会、委員会に住人の

立場で、これからの東町の暮らしに必要としていること、困っていること等々の意見を述べて頂き、

話し合いましょう。「千里の道も一歩から」です、参加をお待ちしています！

申込み期日11月17日（土）連絡先：事務局 武藤正治 090-8210-2498 m-haru@gaia.eonet.ne.jp

各各各各部部部部会会会会にににに意意意意欲欲欲欲ああああるるるる委委委委員員員員のののの方方方方をををを募募募募集集集集ししししまままますすすす！！！！！！！！

多くの住民が共に新春を寿ぎ楽

しい集いの場となる企画や実施

の協議をします。2～3回の会合

を予定しています。

東町の最大のイベントを更に

盛り上げませんか！！！！ お祭り好

きの元気な委員を求めます。

女性委員大歓迎！！！！！！！！

夏夏夏夏祭祭祭祭りりりり計計計計画画画画検検検検討討討討委委委委員員員員会会会会

地域活動のためのベースキャ

ンプとしての拠点づくりや住

民のみんなが気楽に集う場所

の確保などを検討します。

共共共共通通通通課課課課題題題題検検検検討討討討部部部部会会会会
新新新新春春春春交交交交歓歓歓歓会会会会・・・・協協協協議議議議会会会会創創創創立立立立記記記記念念念念行行行行事事事事

実実実実行行行行委委委委員員員員会会会会

東町動く
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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

東町は、ニュータウン計画から半世紀という時間が緑を豊かにしてくれました、超

近代的な高層住宅に建替えられ、住民も高齢化の傍ら、新世代の入居もありました。住民の環境を新

たな視点で考える時期に来たようです。環境に求めるものは人それぞれ。子どもの遊びと学び、高齢

者の安全と居場所、豊かな花と緑、水辺、便利さ、静けさ、賑やかさ、向う三軒両隣の空間など。現

実的には、多くの人の意見・要望の中から限られた予算で実現できるものを選ばなければなりません。

全住民に快適な環境は理想ですが難しい。できるだけ多くの人の快適を求める、不快と感じ取る人が

最小となる、まして有害と感じ取る人がないようにすることですね。環境に関するアンケート調査の

後、意見交換会に参加される住民の皆さんとの対話を実施し、環境改善策を検討していきます。

高齢者率がとび抜けて高い東町では、高齢者問題は多岐に亘りますが、さし当

り当部会では東町には全くと言ってよい程、要介護高齢者施設（特別養護老人ホー

ム、ショートステイ、デイケア、デイサービスなど）が無いことから、これら施設の誘致を図るべく

東丘校区福祉委員会、東町老人クラブ連絡会とも協議しながら、現状把握、資料収集、他地域の施設

調査などの活動を進めています。東町近隣センターの移転建替え計画や東町UR都市機構の耐震性の問

題による建替え計画の時期に合わせて、これら施設の誘致の実現に向けて、豊中市や関係機関に働き

かけていく準備を進めています。

東町は、旧来の町とは違い神社やお寺が存在せず、町の核にな

るものがありません。東日本大震災の時、復興活動は学校が中心

となって広がりました。東町に住む私たちの絆とは何なのでしょう。それは「子縁」と「地域活動の

場」の中心となっている「学校」です。東町では、東丘小学校が地域に開かれた学校として不可欠の

存在です。今後、東丘小学校が「東町の活力の素」となり、東町のビジョン実現への一助となる事も

可能です。文部科学省の言うコミュニティスクールの制度にとらわれず、住民視点から子育て、高齢

者など幅広いテーマで検討をはじめています。現在メンバーは5名。東丘小学校の十河校長先生もメ

ンバーで参加され、部会では自由な議論が賑やかに飛び交っています。

情報は氾濫していても殆ど活用

されていない。一方、必要な人に

は伝わっていないとも言われています。身近な

東町でも、協議会の活動が広報誌「ひがしおか」、

ホームページ「新千里東丘」、掲示板等でお伝

えしていますが、住民の皆さまに「どれだけ日

常の生活にお役にたっているのか」を原点に立

脚し、「広報部会」は6月から議論を重ねてき

ました。この10月にはアンケートによる実態調

査を行い、協議会の今後の情報発信に力を入れ

るポイントを定め、改良点を補強していこうと

考えています。インターネットの基盤強化と情

報ボランティアセンターの設置に向けて企画立

案し、実行していく予定です。

また、これから広報誌、ホームページの編集

等に新たに参画していただける住民の皆さんを

募集しています。

‘震度予測’新千里東町地区

の上町断層地震での予測震度

は6強！！！！ 「東町は安全」との思いこみは日

頃の備えを疎かにしてはいないでしょうか。

防災部会の2回目は豊中市役所危機管理室

の小東様の講習を受けた後ワークショップを

実施、自主防災組織の設立に向けて動いてい

ます。 写真は10月28日のワークショップ

防防防防災災災災部部部部会会会会広広広広報報報報部部部部会会会会

共共共共通通通通課課課課題題題題検検検検討討討討部部部部会会会会

環環環環 境境境境

高高高高 齢齢齢齢 者者者者

東東東東丘丘丘丘版版版版
ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィススススククククーーーールルルル
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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

晴天に恵まれた10月7日（日）街角広場11周年

記念の催しが東町近隣センターの広場で開かれま

した。恒例の「八鼓」の演奏が周年記念の始まり

を告げ、広場のケヤキを揺るがすような太鼓の響

きは東町の若いエネルギーを感じさせました。

続いて、ハワイアンバンド「ウクレレハーモニー」

の演奏と歌。ハワイアンソングやバンドメンバー

のハワイアンダンスを楽しみ、また、なつかしの

メロディを参加者みんなで歌いました。

街角のスタッフの方たち手作りのおでんと豚汁

をいただいた後は、

大阪大学の大学院生たちの力作「大きな本」が

登場。東町の子どもたちがどんなところで遊んで

いるかといった興味深い研究を「大きな本」を使っ

て紹介してくれました。また、街角広場の歴史を

振り返る「大きな本」を参加者みんなで見ながら、

街角のこれからのことを話し合いましたが、街角

広場がこれからも地域の交流の場として継続して

いくためには、色んな人が参加できるような「場

づくり」の工夫が必要だという意見が出ました。

最後はビンゴゲームで一喜一憂し、楽しい11周年

記念の幕となりました。

ひがしまち街角広場 副運営委員長 太田博一

ひがしまち街角広場11周年

10月7日（日） あかしやの丘シニアクラブの

５周年記念行事が、２階集会室で行われ、会員の

大多数が参加して楽しい３時間を過ごしました。

12時に守口会長の挨拶で始まり、清水顧問の今

日までの会の歩みのお話のあと、お招きしたサッ

クスの西村琴乃さん（大阪音大ＯＧ）、フルート

の小野さつきさん（大阪音大生）によるアメイジ

ング・グ

レイスな

ど８曲の

演奏の他

12曲の童

謡の演奏

に合わせ

てみんな

で唱歌を

楽しみました。

ああああかかかかししししややややのののの丘丘丘丘シシシシニニニニアアアアククククララララブブブブ５５５５周周周周年年年年記記記記念念念念

ササササッッッッククククススススととととフフフフルルルルーーーートトトトにににに合合合合わわわわせせせせたたたた唱唱唱唱歌歌歌歌とととと食食食食事事事事会会会会
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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

ニュータウン町びらきから50年。防犯東丘支部発足からは34年。

先日の千中での記念イベントに警備として参加し、裏方ではあ
るが、この歴史の重みを共に感じることができた一日でした。

「目立たないけどコツコツと」続けることが大切！（役員Ｒ）

防犯東丘支部 和田 彪

今回の表彰は自分一人の事ではなく、何時も一

緒に活動している防犯支部 及び児童見守り隊の

仲間の活躍があってこその事だと思っています。

児童見守り活動の方は、最初は取敢えず一年だけ

やって、続けるか否かはその時になって考えよう

と思って始めましたが、途中で新一年生を迎えた

りとかしている内に、いつの間にか週３日出るの

が習慣となってしまい今に至っています。

週３日の午後はスケジュールが決まってしまう

ので、軽いプレッシャーが掛かりますが、逆にそ

の事が普段の生活にアクセントを付ける要因にも

なってきており、その日は子ども達の元気な声と

明るい笑顔に合えるのが楽しみです。

この度の事をこれからの自分自身に対する励み

と捉えて、[１０年一区切り]の目標に向かってな

お一層頑張って行きたいと思っています。

全日本交通安全協会から

◆交通栄誉賞 緑十字銅賞受賞
吉田 昭 氏

◆交通安全推進委員永年感謝状
山地 光男 氏

◆豊中警察・防犯協議会より防犯功労賞受賞
和田 彪 氏

子子子子どどどどもももも達達達達のののの笑笑笑笑顔顔顔顔にににに支支支支ええええらららられれれれてててて

都市機構の環境安全部では、毎月２回のめいわく

駐車取り締まりパトロール、年1回の団地内の危険個

所点検パトロールを行っています。

メインとなる活動は団地内のめいわく駐車取り締

まりのパトロールです。都市機構では敷地内に自動

車が勝手に侵入できないようにゲートが設けられて

いますが、それでもめいわく駐車が見られます。

こういった自動車が自治会の管理する駐車場に無

断で駐車していないか、所定の場所以外での駐車を

していないかなどを見回りし、ルールに沿った駐車

の啓発を行っています。

現在、部員は3名。少人数ですが活動を続けること

で、地域を見守る取組みの一

つとして役に立てればという

思いで活動しています。

都都都都市市市市機機機機構構構構新新新新千千千千里里里里東東東東町町町町自自自自治治治治会会会会（環境安全部）

自治会
では

歳末子
ども夜

警も

やって
るよ。

東東東東町町町町ででででもももも声声声声かかかかけけけけ事事事事案案案案発発発発生生生生

守
ろ
う
よ

子
ど
も
と
安
全

ま
ち
ぐ
る
み

子どもに伝える５つの約束

◆

一
人
で
遊
び
ま
せ
ん

◆
知
ら
な
い
人
に
つ
い
て
い
き
ま
せ
ん

◆
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
ら
、
大
声
を

出
し
て
助
け
を
呼
び
ま
す
。

◆
だ
れ
と
ど
こ
で
遊
ぶ
、
い
つ
帰
る
か
を
言
っ

て
か
ら
出
か
け
ま
す
。

◆
友
達
が
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
お
と
な
の
人
に
知
ら
せ
ま
す
。

環境安全部

森本 享
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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

地地地地
域域域域
自自自自
治治治治
協協協協
議議議議
会会会会

臨臨臨臨時時時時総総総総会会会会
11月18日（日）

午前10時～10時30分
東町会館 役員(監事)1名選任について

第第第第７７７７回回回回理理理理事事事事会会会会
11月18日（日）

午前10時30分～12時30分
東町会館 臨時総会終了次第開催します

第第第第８８８８回回回回理理理理事事事事会会会会
12月16日（日）

午前10時～12時
東町会館

会議は公開を原則としています。協議会メンバー

(住民)はどなたでも会議を傍聴できます

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
12月16日（日）

午後2時～
東町会館

地域自治協議会発足初年度の活動を住民の皆さ

んを交えて振り返ります（奮って参加ください）

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

11月20日

12月18日

参加費

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

11月6日

12月4日

参加費

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

11月6,13,20,27日
12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

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

11月7,21日

12月5,19日

囲碁入門の小冊子が出

来ました。

71号で囲碁教室の

川端師匠のお名前

を川畑と誤って表

記しておりました。

訂正してお詫びい

たします。

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室
11月第2土曜日

12月第＃土曜日

11月10日午前10時～アンモナイトの化

12月＃日未定 石づくり

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
第４土曜日

午前10時～

11月24日「不沈子」（ふちんし）

12月22日クリスマスカラーキャンドル

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～

11月14日

12月12日

グリーンアドバイザー本田先生と

校庭の木について勉強する

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～

11月28日収穫したサツマイモで焼き芋

12月26日畑の冬休みの準備

地地地地

域域域域

活活活活

動動動動

第第第第22227777回回回回文文文文化化化化祭祭祭祭
11月3日（土）午後2時～5時
11月4日（日）午前10時～午後3時

公民分館主催：場所・東丘小学校体育館
4日10時～校庭でグランドゴルフ体験

千千千千里里里里ままままちちちちびびびびららららきききき55550000年年年年

キキキキャャャャンンンンドドドドルルルルロロロローーーードドドド

11月10日（土）

夕刻～夜

予備日

11日（日）

千里南公園一帯を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

携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話設設設設備備備備設設設設置置置置

説説説説明明明明会会会会

11月11日（日）

午後1時～
東町会館

近隣センタ西南角に携帯電話アンテナ設置に付

富士通ネットワークソリューションの説明

長長長長谷谷谷谷池池池池藻藻藻藻のののの除除除除去去去去
11月17日（土）

午前10時～11時30分

現地東屋

付近集合

ボート2隻が出動して池の藻を引き揚げます

見学も大歓迎です、ご家族で参加ください。

千千千千里里里里ままままちちちちびびびびららららきききき55550000年年年年

フフフフォォォォーーーーララララムムムム

11月25日（日）

午後1時～4時

よみうり文化フォール：千里まちびらき50年祭りのフィナーレ
1部：こども未来フォーラム（東丘小学校の児童も参加します）
2部：市民創造フォーラム（東町在住の3名の方も参加します）

千千千千里里里里ふふふふれれれれああああいいいい

フフフフェェェェススススタタタタ

12月1日（土）

午前9時～13時頃迄

雨天決行

第八中学

第八中学校区地域教育協議会主催：美化活動

フリーマーケット、やきそば、トン汁、等

ももももちちちちつつつつきききき大大大大会会会会
12月8日（土）

午前9時～11時頃まで

東丘小学

校校庭

校区福祉委員会主催。東町恒例の年末行事

です。お子様と一緒にご参加ください。

東東東東町町町町のののの11111111月月月月・・・・11112222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

予予予予

告告告告

地地地地域域域域自自自自治治治治創創創創立立立立記記記記念念念念
25年1月12日（土）

午後開催を検討
地域の多くの皆様に集っていただき新年交歓の場として

開催します。創立記念行事ではこれまでの協議会の部会

および委員会の歩みと新年の抱負を語り合いましょう。
新新新新春春春春交交交交歓歓歓歓会会会会

上記終了後の開催

を検討しています

３３３３・・・・３３３３広広広広場場場場
毎月第２水曜日

第４金曜日

３の３集会所

午後1時～4時

11月14日(水)23日(金)

12月12日(水)21日(第３金)

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

11月25日(日)

12月23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

女性防火クラブ：AED研修会 3日午後1時～

東丘子ども教室： 4日午後1時～

竹かごの会：竹かご作りの実演 4日午前10時～

文文文文化化化化祭祭祭祭

活活活活動動動動発発発発表表表表
毒のないサソリを

作ろう

キキキキャャャャンンンンドドドドルルルルロロロローーーードドドドののののススススタタタタッッッッフフフフ募募募募集集集集（現地集合）
11月10日午後4時から千里南公園舞台広場で

東丘小学校児童によるバルーンリリース準備の
お手伝いとキャンドル点灯の作業をします。

東町の方はど
なたでも歓迎！！！！


