な ってま いりま した。
東 町近隣 セ ンタ ー にお いても皆様 のご
期待 に添 えるよう活性 化を 図 るため に地
権者 間 で様 々な議論 を重ね てま いりま し
た結 果、 ようやく昨年 の 月 日に大 阪
府、豊中市 の協 力 のもと、 移転建 て替 え
を 行うため、 「
新 千里東 町近隣 セ ンタ ー
市街地 再開発準備組合 」が 設立 され ま し
た のでご報告 いたします。
今後 平成 年 頃 の建 設を 目標 と し て、
当準備組合 にお いて作業 を進 め てま いり

ます。
お 買 いも のの場 と し て、 これま での住
民 の皆様 を はじめ新 し い住 民 の皆様 のご
期待 にも応 えられ る近隣 セ ンタ ーを 目指
し て、 これ からも鋭意 検 討 し てま いりま
す ので、皆様 のご支援 のほど、 よ ろしく
お願 い申 し上げます。
新 千里東 町近隣 セ ンター
市街地 再開発準備組合 理事 長
歳脇 儀 一

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

東東東東 町町町町 のののの皆皆皆皆様様様様
新新新新年年年年 おおおおめめめめ ででででととととううううごごごござざざざ いいいいまままますすすす。。。。
東 町 では団地 の建 て替 えが進 む中、 近
隣 セ ンタ ー の
周辺 でも府 営
住宅 や東 丘住
宅 も建 て替 え
され る等、建
設 当初 の建物
も残 り少 な く
30
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話 し合 い、 そ の決 ま った ことを実 行 し て には東 丘小学校 の児童 が 主役 とな った場
行く んだと の思 いで協 議会 は スタ ー ト し 面が いく つも 見られ、 他 の住 区 の人たち
ま した。 それ は東 町と いう環境空 間 のな からは羨望 の目 で見られ ていま した。
新春 交歓会 ではそ の 一部 も映 写 で披 露
か で、 共 に暮 ら し、 人生 を よ り充実 した
いと いう 思 いは共通な のに、 どれ だ け の されます。 一般 の住 民 の方 も勿論 大歓 迎
方 々と新 たな 課題を 汲 み取り、 そ の解 決 です。
に向 か って話 し合 いが なされ、 みなさ ん 会 場 とな る東 町会 館 のあ る近隣 セ ンタ ー
の思 いを共有 化 でき た かと いう こと です。 の建替 え事 業 も、 本格的 に開始 されます。
明 日に向 か って これ からも協議会 は住
そ の実 行 に向 けた部会 や各 種委 員会 が
既 に設 けられ ま した。 今年 は実 行あ る の 民 の皆様と共 にあ ります。
協議会 が気軽 に集 える東 町サ ロンのよう
み です。
みな さま の関 心が より高 ま るような諸 施 にな る ことを 願 って います。
新 千里東 町地域 自治協議会
策を実 行 いた します。
事務 局長 武藤 正治
千里 ニ ュータ ウ ンまちび らき 年事 業
50

明明明明けけけけまままましししし てててておおおおめめめめ ででででととととううううごごごござざざざ いいいいまままますすすす。。。。
昨年 ４ 月 に地域 自 治協議会 は発 足 し、
初 め ての新年を迎えま した。
これま での か月を振 り返 ると、 反省 す
べき ことだ ら けだ っただ け に忸 怩 た る思
い で 一杯 で
す。
地域 の こ
と は自 分 た
ち が 一番 よ
く 知 って い
る、 だ か ら
自分たち で
10
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福祉賛助会費のお願い
すべての 幼児・児 童、障が いのある 方、孤独 な高齢 者の ため

豊中市社会福祉協議会は、高齢者の孤
独化に伴う諸問題、引きこもりなど心に障
がいを持った人に対する対策などで、全国
的に知られる先進的な活動をしています。
東丘校区福祉委員会は、子育てサロン・
ふれあい給食サービス・ひとり暮らし老人
会への支援・餅つき大会・災害時安否確認
対策・福祉なんでも相談事業などの活動を
しています。
これれらの活動は、皆さんから頂く協賛金
（賛助会費）によって、支えられています。

ご協賛頂ける方は次の金額を１口以上、平成25年
2月中にお納め頂きますようお願い申し上げます。
○個人、世帯
1口
500円
○法人、事業所等 1口
5,000円
協賛金(賛助会費）はそれぞれの自治会などの
方法でお納め下さい。
東丘校区の平成2３年度協賛金(平成24年3月集
計）は合計932,500円でした。
内訳 個人 1595口 797,500円
法人
27口 135,000円
この45％が市社協共通の活動に使用され、55％
が校区の活動に使用されました。

高齢者のための社会見学旅行

響き合う心を育てたい

11月2日、鳥取砂丘博物館 参加者37人で、早朝8
時半出発、帰宅はバスが交通渋滞に巻き込まれて
夕刻７時近く。強風の中を砂丘のかなたまで行く
元気な人がいました。バス会社随行員(鳥取出身）
のユニークな解説がよかったのと、鳥取市内のホ
テルの昼食が好評でした。

親子の関係づくり 10月27日（土）
午後2時～3時30分 せんりひじり幼稚園
八中地域教育協議会主催 子育て講演会
講師 千里金襴大学児童学科 桑名恵子先生
桑名先生の子育て経験談を交えながら、子育て
のしんどさ、母親、父親そして家族の役割など、
わかりやすくお話して頂きました。
そして、自己肯定感を育てる絵本の紹介や、小
さい頃から絵本の読み聞かせの大切さを学びまし
た。お話の中で、「完全な親はどこを探してもい
ませんよ」というメッセージと共に、子どもの話
しをよく聞く、頑張っているところを認める、な
どを日々心がけたら、楽しい子育てができること
も聞かせて頂きました。当日の参加者は50～60人
でした。 （以上は当日参加された民生主任児童
委員の松本直恵さんにお聞きしました。）

生やお母さん達も積極的に参加しました。ノロビー
ルスによる食中毒の流行下でもあり、小学生のま
小学校児童238人、未就学幼児40人、福祉ボラ るめが心配されましたが、ＰＴＡの皆さんの手洗
ンティア112人、父兄122人、一般約60人の合計
いなど
650人の参加による一大行事でした。給食ボラン の ご 注
ティアなどにより、前日から76キロのもち米を洗っ 意 に よ
て、浸漬したものを、新調した蒸し器も動員して、 り 無 事
27臼に搗きあげました。搗き手は原、十河両校長 でした。
先生とダディースの皆さんが中心でしたが、小学

餅つき大会

12月8日、東丘校庭（土）

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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むかし遊びと
大根パーティ

12月19日 午前9時30分～11時３０分
東丘小学校 2年生教室とランチルーム
東丘小学校、校区福祉委員会、公民分館共催
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南町からゲストとして熊野さんも参加されまし
た。熊野さんは毎年東丘で1年生に「昔遊び」に
ついてお話をされているので、「わあ、くまの
プーさんや！」と大人気でした。

地域の高齢者と、東丘小学校の2年生との交流
を、けんだま、コマ回し、こまづくり、ぼーず
めくり、まとあてなど昔遊びや、小学校の菜園
でこどもが育てたダイコンを材料に、ＰＴＡや
民生委員の皆さんが、おでんにして、たのしく
お話しをしながら一緒に頂く、恒例の行事です。
今年は2年生27人と、東町老人クラブから10人
余りと民生委員などが参加しました。今年は、

第８回千里ふれあいフェスタ

舞台では、コーラス、ミュージックベル、保
育所演技、バトン、空手演技、南京 玉すだれ、
和太鼓演奏、新体操演技
等盛りたくさんの演技が
披露されました。
プール横テラスでは八
中吹奏楽が奏でられ、体
育館周辺でフリーマーケッ
トが開かれました。

12月1日（土）午前9時～午後1時
主催：八中校区地域教育協議会
共催：八中校区健全育成会
場所：第八中学校体育館及び周囲
今年は、プログラムを一新して充
実したものになり好評でした。午前
中にわか雨が降って、バザーの会場
を一時変更しましたが、その後は好 児童と地域の人の清掃活動
天にめぐまれ、人気の「福祉の山菜
おこわ」には、売り出し前に長い行列が出来ま 校内の南側
した。
では焼きそ
午前9時～10時の地域清掃活動には北丘小も ば・豚汁が
加わって東丘小正門前から児童と地域の人達百 (200円）販
数十人が参加しました。
売されまし
ふれあい活動（10時～13時）では、体育館内 た。
に子育て遊びコーナーが設けられました。

子ども教室

冬の校庭は木々も葉を落と
して寂しくなりますが、常緑樹
も多くあり、花の少
ないこの時期に「ヤ
ツデの花」は緑の葉
の間から真っ白く高
らかに咲き誇ってい
ます。鑑賞される事
が少ないこの花をご
覧ください。

バザーの賑わい

AED研修会
東丘女性防火クラブは、11月3
日（土）文化祭の開催に合わせて、
「AED研修会」を開催しました。
豊中市消防本部救急課の2人を講
師に、小学校に設置してあるAEDが
どこにあるのか、どのようにして
持ってくるのかなどを訓練しまし
た。AEDの正しい使い方については
は次号にて詳しく掲載します。。

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
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文化祭が 開催さ れま した

11月3日(土)4日(日)東丘小学校体育館にて、

締めくくりに、地元のウクレレクラブのグ

文化祭が開催されました。今年はお天気に恵 ループが、練習中の曲を舞台で演奏しました。
まれ、2年ぶりにグランドゴルフも実施するこ
出展いただいた皆様、事前準備からご協力
とができました。体育館内には、例年通り、 いただいた文教委員の皆さま、そして運営に
展示パネルとテーブルを設置。その後、一斉 あたりお世話になったすべての皆さまにお礼
に作品が搬入され、朝はがらんとしていた体 申し上げます。
育館が一気に華やいでいく様子は圧巻でした。 分館では、会場レイアウトや展示方法の改
保育所、幼稚園、小学校からは元気いっぱ 善を検討しております。文化祭を、日頃の文
いの作品が、中学校からは団結を表す応援旗 化活動の発表の場として、また「地域のつな
が、地域で活動される団体や各自治会からは がり」のきっかけ・助けとして、さらによい
この1年の活動の集大成が多数出展されました。 ものにしたいと考えております。 来年も皆さ
文化祭に先立って、3日(土)午後1時から東 まのご出展、ご参加をお待ちしております。
丘女性防火クラブのAED研修会が開催されまし
た。
今年は551名の方にご来場いただきました。
子ども教室特別編や、竹細工の実演もあり、
展示と並行して皆さんに楽しんでいただけた
と思っております。
こども達の作品からパワーをもらい、皆さ
んの器用さに感嘆した２日間でした。

秋の講座「太極拳で健康作り入門」の報告
田麗さんを講師にお招きして、秋
の講座「太極拳で健康作り入門」、
（10月27日・11月10日・17日・24日
の4回コース、会場は小学校多目的教
室）が開催されました。
定員20名の募集をしましたが、34
名の申込みがあり、定員を5名増やし
て、25名の方に受講いただきました。
各回ともに、最初に約40分の講義、
その後基本的な実技の講習。第1回目
にはぎこちない動きの皆さんでした
が、回を重ねるごとにスムーズな動
きになりました。第4回目には、太極
拳の健康への効果の専門的な説明が
あり、とにかく、本格的な太極拳は
健康に良い効果があることはわかり
ました。（1年以上継続する必要があ
るとのことです。）

太極拳は、調身・調心・調息 分かりますか？
調身：体の力が抜けて、正しい自然な姿勢を取れる。
調心：雑念を払って無念無想(拳だけ)な状態になる。
調息：意識的に深い呼吸を心がけ細く、長く、均一的に呼
吸する。
講座終了後も継続したいとの声が多くあり、4回の講座終
了後、皆さんと相談した結果、当面、月に2回、田先生の指
導のもと同じ会場で行う
ことになりました。

太極拳参加者募集
（初心者向きです）
開催日:毎月第2・第4土曜日
時 間: 午 後2 時 ～ 3時 3 0分 頃
場 所:東丘小学校多目的室
（コミュニティルーム横）

会 費:1,000円/月
参加を希望の方は、杉村さん
(6871-0738)まで連絡下さい

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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「東町の広報についての実態調査」アンケート
１. なぜこのアンケートを実施したのか
東町の住民には、街のいろんな情報が流れて
います。必要な人に、必要な情報が伝わり、住
民の意見を反映した施策を地域自治協議会とし
てリードしていくためには、地域自治協議会と
しての広報活動が重要となっています。そこで
新千里東町の協議会広報として、

(奇数月1日発行)
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地域自治協議会 広報部会

①これから効果ある媒体に重点施策を打つ
②広報活動のｽﾀｯﾌと協力者を発掘する
を狙って、協議会の理事・代議員が選定した4名
（自治会、各種団体）にアンケートを実施しまし
た。設問は24項目と自由記入でしたが、ここでは
7項目の結果の概要をお知らせします。

２. アンケートの対象は180名でしたが、回答者数89名で回収率49.4％でした。
３. ７項目のアンケート結果から見て
●回答者の年齢層・東町での住居年数をお尋ねしたものが図１、
図２です。壮年層と老年層（65歳以上）の二極に、新住民と20
年以上前から東町にお住まいの住民の二極に分かれました。
●情報の入手源としては、広報誌「ひがしおか」が多く（図3）、
役立っていると記入された方が78％に上りました（図4）。
●今後の情報源として広報誌「ひがしおか」、自治会からの報告
に次いで、公共掲示版の充実を期待する意見が28名（30％）も
ありました（図5）。
●また広報手段としては、メール発信をもっと活用していきたい
ところですが、現状ではパソコンメールが利用できる人が42名
（47％）でした（図6）。しばらくは従来のプリントとパソコ
ン活用等の新しい媒体の併用が必要との結果が得られました。
●広報デリバリー作業（印刷・封筒詰め・配布）に協力いただけ
る人が12名あり、自由記入欄の意見にあった、協力者の人材の
幅を広げるには「有償ボランティアを導入する」という貴重な
意見もいただけました。

４. おわりに・・・情報が主役の時代に
人間は「人（ひと）」の「間（あいだ）」と書きます。人間は
「間」があって人間となり、「人」がいて「間」を埋める人間関
係が存在して初めて人間社会が出来上がっているといわれていま
す。ところが今急速にその人間関係が失われつつあります。発信
された情報が相手に届いたかどうかが、より重要となっています。
人間は非常に思い込みの激しい生き物なので、自分の常識の範囲
でしか情報を受け取りません。そうすると本当に大切な新しい情
報が相手に伝わらず自分にも入ってきません。
東日本大震災でも情報発信できた所は、救援の手が早く差し伸
べられました。直近では安倍晋三総裁が「次の選挙までにネット
選挙は解禁すべきだ。」という声も聞えています。さあ、東町の
情報源の転換期に差し掛かっています。広報活動をこのアンケー
ト結果を直視し、住民の皆様と考えて、手を打っていきたいと思っ
ています。
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
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東町のことを一番良く知っているのは東町に住む人々です
代議員・理事・一般公募の皆さんに出席頂きラウンドテーブルを開催し
ました。2012年（平成24年）12月16日（日） 14時～17時 東町会館

東町での情報デリバリーのありかたを考える
29名がラウンドテーブルに参加し、活発な議論を
展開しました。最後の全体討議では、具体化を検
討するための素案をまとめました。

いかにして情報を届けるか
情報は発信すれば先方に届くとは限りません。受
け手が必要とするタイミングに、理解し易い形で
届けることが肝腎。そうです、送り手は丁寧に、
そしてタイムリーに届ける必要があります。
また、送り手は発信するだけでなく東町に住む人
の声を聞かなければなりません。情報が正しく伝
わったか確認も重要です。

東町の現状はどうでしょうか？
地域自治準備委員会時代の意見交換の場で、情報
の流れが不十分とたびたび指摘されてきました。
その一方で、町の情報を拒否する人がいたり、東
町の広報誌を団地内に配るのはごめんだという団
地もあります。東町の情報の受発信（デリバリー）
は、今後ますます難しくなりそうです。
出席者は最初に３つのグループに分かれて、東町
の情報が必要な人に十分行き渡るための仕組み作
りについて喧々諤々話し合いをしました。
議論の前半は、「担い手はこれまで通り無償ボ

理事会にはかった後、検討課題となります。

東町サロン（仮称）のような
拠点を検討してはどうか
そこは、住民同士が交流する場となり、しかも、
諸団体の拠点となり、情報のデリバリー作業を行
う場所となる。
こうした拠点を作ると、常駐スタッフが必要に
なってくる。今でこそ、どの団体もボランティア
の担い手を確保出来ているが、次世代の担い手探
しには苦慮している。これからのことを考えて、
現在とは別の形、つまり有償ボランティアの制度
を検討する必要があるのではないか。
ただし、諸団体間の公平性を保ち、全てが納得
出来るようにしなければならない。
サロンの拠点については、東丘小のコミュニティ
ルームとは別に、情報受発信の作業を行ったり、住
民が気軽に立ち寄って交流できるような場所が必要
になってくる。これも並行して検討してはどうか。
なお、この拠点が出来たら、発生費用をカバーす
るため、施設・設備を活用して収益を上げることも
検討してはどうか。なども語られました。。

ランティアで考えるべきだ。又、情報受発信拠点
は既存の諸施設を活用すべきだ」と新たな仕組み
作りの検討には消極的な雰囲気が大勢でした。
後半の全体討議に入ると、議論は急展開して次
のような素案がまとまりました。今後の協議会で

総括しました
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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千里ニュータウン50周年イベントで東丘小学校児童が大活躍
市民町作りフォーラムでニュータウンの未来像を発表
11月25日(日)よみうり文化ホール・子ども未来フォーラム

11月10日(土)千里南公園：東丘小学校
児童の音頭でバルーンリリースの開始

千里ニュー
タウンの子
ども達の発
表
(左)
東丘小児童

11月10日(土)夕方から千里南町公園
は9万個のあかりでいろどられました

東丘小学校児童との座談会

12月11日（火）コミュニティルームA

未来フォーラムの発表を終えた児童に集まってもらい栗山先生が加わって座談会をしてもらいま
した。司会は編集委員の森岡さん。T
T:栗山志保先生 M:森岡編集委員
（B
B:男子児童・纐纈悠仁・鈴木靖二・石生瑛士 G:女子児童：玉村奈緒・本田千怜）

BG:61？、うーん62？、61、62・・・
T:よく考えれば君たちが想像し

人たちは今の大人じゃなくっ
て、君たち自身て言うことに
なるね。君たちが率先してや
ることになるね。
B:うん？・・自分たち？いや、
今生まれた人かもしれない
T:それではほかの学校の発表、
同じように自分たちが想像す
る学校を発表したのは古江台
だったっけ？それ以外の学校
はいろいろな取り組みなどを
発表してくれていたけれど何
か心に残ったものがありまし
たか
G:ハロウインのことを話して
いた

街を回って歩くという話だね
B:今でもできそうだと思った
T:今日、明日にでも取りかかれ
そうだと感じた？
G:はい、自分たちでもできそう
だと思った。
T:すごく具体的だったよね文化
が少ないからとも言ってたね
G:自分たちもお菓子がもらえる・・・
（笑い）
T:自分たちもこんなことを言え
ばよかったとか、何か言い忘
れたことはなかったかな。
BG:：・・・・・・・・・・・
M:駅を4つにするとか？
B:ニュータウン電車！

た千里中央のまちを実際作る

M:ハロウインでお菓子を貰って

B:ああそれそれ

私たちの未来は50年後
T:今日はね、25日の発表の感想
とか、気づいたことを聞かせ
てほしいんだけど、ちょっと
思い出してみようか、あなた
たちが発表したことってどん
なことだったっけ？
B:新エキスポ。50年後の
T:50年後！ 君たちが描いてい
たのは50年後か？
M:50年後か！ はー驚いたなあ
T ：そうだったら君たちは何歳
になっているのかな？

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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おっきな病院じゃないし、そ

かれているのも普通かと思っ

れでもいつも人は多くて・・・・・・・
B:僕のゆめは、給料の高めのア

ていた。他のまちの話を聞い
て東町だけだと分かった。

M:ニュータウンのどこに電車を
走らすの？
ルバイトがいい（笑い）
B:おばちゃん達がいる子どもの
家がほしい。子どもが気楽に
B:全部に張り巡らす。ニュータ B:僕はパイロットになりたい。
ウン環状線だよ。
世界に挑んで、世界の場所を
行ける。
見てみたい。
T:街角広場って君たちそんなに
M:すごいなー作りたい！
おじさんも作りたい（笑い） G:ファション系、きゃりーぱみゅ
行ってるの？
ぱみゅとかのデザイン。
BG:冬はあんまり行かないけど、
T:フォーラムに参加して、自分
たちの町を思いなおして勉強 B:年寄りだぞ
夏プールの帰りなんかによく
になったとかはないですか？ G:だから、キャリーﾊﾟミュﾊﾟミュ
行く、水をもらいに
三世ぐらい（編集委員？子供 T:そんなにお世話になっている
G:ほかの学校がニュータウンが
できた年にできたことを知っ
達の会話何のことか理解不能）
の先生知らんかったわ。先生
た。佐竹台は学校も50周年。 G:今やっているバレーの仕事が
達がもっと地元の人と話さな
できればいいなーとか
いかんね。それでは最後にぼ
G ：ここの地域のことも知れた
し、他の地域のことも知れた。 B:宇宙飛行士
くたちの手でしなければなら
ないことってなんかある？
T:それでは、千里ニュータウン B:無理だよ、行き当たりばった
の未来について、自給自足10
りだよ。
G:このままがいい、このままを
0％の町を作るとか、千里中 B:お仕事で日本以外の所に行く
守っていく、自然を残す
央を4つ作るとか話していた
こと、一番楽に外国に行ける。 B:千里中央と近隣センターをも
けど、それでは自分自身はど B:サッカーのスパイクとかの靴
う2セットぐらい作る。
んなになっているんだろうか、 のデザインをするとか
G:家族で行ける遊園地を近くに
どんな未来の夢を描いている T:さて、君たちが大人になった
作る
のか、どんな仕事に就いてい
とき東町はどうなっていてほ M:もう一個聞きたいんだけど、
るのか話してくれる。
しいと思う？
君たちはなにをやって遊んで
いるのかな？
私たちの夢
東町の未来は？
B:テニ横ひろばでは、鬼ごっこ
でもサッカーでもなんでもで
B:将来の夢？・・・決めてない B:このままがいい、
きる。
B:独身でづーと適当に自由に暮 G:今もまあまあ仲良くやってい
らす。（笑い）
るけど、もっと皆んなが仲良 G:最近は家に帰らないで学校で
くなれるように交流の場を増
遊んでいる。
T:お仕事とかは？
やしたい。
B:普通のサラリーマン
M:お父さん、お母さんとは遊ぶ？
B:まだ考えていない、中学に行っ B:千里ニュータウン運動会をや B:お父さんとは遊ばない。
てから趣味が始まるから。
りたい
G:土日に買い物に行く
T:興味のある仕事とかは？
G:新エキスポを作る。子供が遊 M:色々聞かせて貰ってありがと
べるような
う。
G:北野高校に行って、東大の医
学部行って、卒業して眼科医 B :この辺は、遊ぶ場所は
になりたい、眼科医がいいん
有るけど遊具が少ない。
だけどその前がちょっと不安。 B :街角広場をもっと増や
す
B:北野行って、東大行って、最
強や。
T :街角広場の存在はあな
T:なんで色々なお医者さんの中
でも眼科医になりたいの？

たたちにとっても大き
んやね。

G:手術しなくていいし・・・
T:目医者さん手術するよ。
G:あの、診るだけがいいねん。

G :街角広場とかはどこに
でもあると思っていた
けど、車道と歩道が分

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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東丘防犯にとって歳末夜警は大切な行事です。打ち鳴らすこ
とで悪霊を追い払うともいわれている拍子木。東町の皆さんが
年末年始を平和に過ごしていただくことを願って、心をこめて
打ち鳴らしました。今年一年も平穏無事でありますように。

スタ ート
１ ２ ５
勝ったら進む

11月30日、タレントのハイ
ヒールモモコさんが一日豊中警察
署長に就任し、歳末警戒特別部隊の発隊式が行われました。
年末は忙しくお金も人も動きが活発になるため、ひったくり
など、さまざまな犯罪が起きやすくなります。
この特別部隊は、警察署員や豊中防犯協議会、新聞配達パ
トロール隊、わんわんパトロール隊など、計約210人が所属し、
それぞれ年末警戒に当たります。
東町でも、12月27,28,29日の三日間、防犯委員を中心に歳
末夜警を実施し、和気あいあいのパトロールで一年を締めく
くりました。参加の皆さん、お疲れ様でした。

還付金等詐欺に注意!

て下さい。」等と言って、０１２
０で始まる電話番号を伝えてきま
す。もし、犯人に言われるがまま
電話をしてしまうと、言葉巧みにA
TMまで誘導され、大切な資金を犯
人に奪われてしまいます。ATMで払
戻金を受け取ることは絶対にあり
ませんので、ご注意ください。

「防犯夜間パトロール」
参加で

３

進む

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

毎週金 曜 日
午後 ９時～
近隣 セ ンター出発

キキキキャャャャーーーーひ っ
「
たく りだ！」

スタート に戻る

◆自転車籠 にカバーを
◆かば んは車道 と 反対
側 に持ちまし ょう。
◆かば んはタ スキ掛 け で
◆人通り の多 い道を選ぶ

「
安まち メー ル」
着信 で３３３３ もど る

11月以降、大阪府内において
「医療費を還付します。」とい
う名目で、高齢者宅に電話をし、
お金を騙し取る還付金等詐欺の
被害が急増しています。
犯人グループは、市役所職員等
を名乗り、「医療費の払戻金があ
るので、社会保険事務所に電話し

事 件 ・防 犯
情 報 を メー
ルでお知 ら せしま
す。登録 は大 阪府
警 ＨＰから

「「「「
青青青青 パパパパトトトト」」」」 に
３３３３ 進む

乗 って

月１回、地域役員
が青パトに乗って、
注意を呼び掛け回
ります。

歳末夜警参加 で
進む

３３３３

ＯＫ

「
安心 ・安全 」東町

じゃんけん でも

ゴール
いいこといっぱい2013年
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東町の1月・2月の行事・催しのお知らせ
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

創立記念行事
新春交歓会
第9回理事会
第10回理事会

福福福福 祉祉祉祉 協協協協 議議議議 会会会会 公公公公 民民民民 分分分分 館館館館 子子子子 どどどど もももも 教教教教 室室室室
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
B

子育てサロン
つくしんぼ
ふれあいサロン
福祉なんでも相談

新春かるた大会
人権講座
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
土と親しむ

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動

外国の人と
遊ぼう
ひがしまち
街角広場
３・３ひろば

1月12日（土）

東町会館

午後2時～3時：第1部
1月12日（土）

東町会館

午後3時～5時：第2部
1月20日（日）

討と活動報告
主催：新千里東町地域自治協議会

問合せ：武藤 0 9 0 - 8 2 1 0 - 2 4 9 8
協議会メンバー(住民)はどなたでも会
東町会館
議を傍聴できます

午前10時～12時30分
2月17日（日）
午前10時～12時30分
第３火曜日
1月15日
午前10時～12時
第１火曜日

協議会発足初年度の各部会より課題検

2月19日
1月8日

東町会館
東町会館

参加費 幼児を遊ばせながら、保護
100円 者どうしが交流する場です。
参加費 1月は第2火曜日です。善哉

午後1時～3時
毎週火曜日

東町会館
2月5日
100円 が出て,作業療法士さんの話
1月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～3時
1月27日（日）

2月5,12,19,26日 管理人質 higashiokasodan@gmail.com
受付午前
場所東丘小学 色々なカルタを楽しめます、

午前10時～12時
2月16日（土）

9時30分～
校多目的教室 参加賞、飲み物用意有り
講師:恩田公子先生 KIMIKO Style Creation代表
東町会館
講座内容、言葉が人を作る。
人権協共催
1月2日休み 16日 折坂師匠が新兵器 放課後子どもの居場

午前10時～12時
第１第３水曜日

午後3時～4時半
2月6,20日
を持ち込むかも？ 所プラン」として実
施されています。東
1月12日第2土曜日 午前10時～12時 「水蒸気の力」
丘校区の小学生と保

2月23日第4土曜日
（↑ポップコーンも作っちゃえ） 護者・地域の皆さん
第４土曜日
1月26日 「使い捨てカイロを作ろう」 も参加できます。
午前10時～12時
第２水曜日

2月23日
（↑鉄の酸化で発熱？） 子どもたちが放課後
1月 9日 冬の校庭では
や週末を安全に健や

午後3時～
第４水曜日

2月13日 冬からの目覚め
1月はお休み

午後3時～
第５水曜日

2月27日ジャガイモの種芋を植え付け
1月30日

午後3時～
月曜日～土曜日

アラブ人の心のふるさと「イエメン」
新年は1月7日（月）より開店 お気持ち料100円

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。

午前11時～午後4時
鏡開き 1月11日（金）善哉のメニューが有ります
毎月第２水曜日
３の３集会所 1月 9日(水) 25日(金)
東町のかたは

第４金曜日
午後1時～4時 2月13日(水) 22日(金） どなたも歓迎
「こぼれび通り」「もみじ橋通り」に分かれて
集合場所
アダプトロード 1月27日(日) 午前9時

清掃

2月24日(日）

～10時

赤い羽根共同募金の報告とお礼
昨年実施の「赤い羽根共同募金」を
豊中地区募金会に納入しました。
募金額は、416,487円でした
（前年度は、460,524円でした）
ご協力ありがとうございました
担当：新千里東町地域自治協議会

東丘小学校

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

新千里東町地域自治協議会の
ホームページ
http://higashimachi.jimdo.com
新千里東町

http://e-senri.jp

新千里東町で検索、ホームページから
「地域団体」→地域自治協議会で閲覧
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