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災害時自力避難困難者の安否確認

実施訓練 2月17日（土）午後

第2回サイエンスカフェ 2月11日午後２～４時

千里文化センター「コラボ」２階

十河先生は、東丘

の前に豊中市教育委

員会、教育センター

所長、野畑小学校校

長などを歴任され、

その間各地でサイエ

ンスカフェを開設、

ノーベル賞受賞者を招いての講演会など開催して

来られました。この日のお話は、先生の脳、宇宙

の構造、地震災害、美術展、植物の種、コミュニ

ティ、地域教育の将来像など広範なものでしたが、

実験も含まれ、参加者にたいへん楽しい時間とな

りました。とくに、東丘小学校の科学クラブでの

授業の紹介として、植物の種子の紙模型をつくっ

て飛ばし、その形が植物にもたらす利益を考える

実験がありました。そこでは答えを早く出そうと

しないで実験からよく考えることを強調され、こ

のような授業に参加できる東丘小の児童がうらや

ましく感じられた程です。地域の将来像として、

千里の豊かな教育環境を生かした小中高一貫教育

の「豊中千里学園構想」なども語られました。

（高野）

地域社会から非行や犯罪をなくし、過ちに陥っ

た人の立ち直りを支援する全国組織の女性ボラ

ンティア団体です。私たちは、広く地域の人々

に更正保護への理解を得るために、関係機関・

団体と連携して、次代を担う子ども達の健やか

な成長を願い、よりよい環境づくりに努めてい

ます。

①重点活動 愛生会調理奉仕 母親の愛情たっ

ぷりの家庭の味を食べて貰う。

②子ども見守り活動 就学児の検診、４ヶ月児

の検診を安全に受けられるお世話。

③その他の活動 浪速少年院誕生会・運動会・

成人式等 更正保護施設 矯正施設訪問

「社会を明るくする運動」への参加協力 研

修会、保護司・BBS 交流会 関係団体との事

業参加 刑務所作業所製品展示即売会協力

豊中まつり出展参加 広報活動、以上が活動

内容です。温かいご協力をお願いします。

問い合わせ先は 健康福祉部地域福祉室へ

TEL：０６－６８５８－２２２０

FAX：０６－６８５４－４３４４

杉村 芳子TEL: ０６－６８７１－０７３８

社会福祉協議会賛助会費のご協力ありがとう

ございました。福祉委員会の活動は賛助会費で

なりたっています。３月末までお待ちしますの

で、ご協力重ねてお願いします。

「学ぶこと～人生を楽しむサイエンス」

東丘小学校 校長 十河秀敏先生

ほんの少しの余暇があればどなたでも参加でき

る活動です。明るい社会を築くための、小さな

“あかり”になることを志してくださいませんか。

更正保護女性会
って・・何？

豊中市危機管理室と社会福祉協議会が平成16

年から実施しているこの訓錬を、当校区福祉委

員会も毎年実施してまいりました。今年、市か

ら内示のあった東町の重度障がいをお持ちの方

や要介護高齢者などの対象者は210人、これに

対してそれぞれに割り当てられた安否確認実施

協力者（民生委員、福祉委員、ボランティアを

含む）計72名が訓練に参加しました。初めに東

町会館で市危機管理室の芝田さんから、豊中市

域の災害予想の話に次いで、訓練の目的は「孤

立しがちな対象者と町の人との平素の交流にあ

る」と説明があり

ました。寒い中、

協力者は4時半過

ぎまでかかって、

それぞれの対象者

と連絡をとり、可

能な方とは面談し、

小学校体育館前で所定の報告をしました。

福祉の広場

（そごうせんせい）
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1月27日（日）夜半のうっすらとした雪模様の

寒い朝、東丘小学校の多目的教室で恒例の新春か

るた大会（主催 公民分館）が盛大に開催されま

した。未就学児～５年生までの児童70名。校長先

生・お父さん・お母さん・小学校PTAの役員さん・

分館役員（約20名）が参加し、四文字熟語のかる

た・ことわざかるた・大人気のポケモン・ドラえ

もんかるた・百人一首。読み手の大人たちは、子

どもたちの元気な声にもまけじと大きな声で。久

しぶりに詠んだ百人一首で、声が出ないとの声も。 昨年と同じく獲得した枚数が多い順に表彰を予

告。学年ごとに分かれた絨毯の上でのかるたの取

り合いは、大いに盛

り上がりました。

競技終了後はおやつ

タイム。その間に表

彰状作りで役員は大

忙し。その完成に合

わせて表彰式。和や

かに、初春の半日を

楽しみました。

☆ かるた大会 表彰 ☆

1位 2位 3位

幼児 はまだ こうせい おかもと そうま ひろせ はるこ

１年生 ながた かずさ 中川 知世子 水口 実優

２年生Ａ 石田 海斗 田岡 弘幸 加納 沙祐

２年生Ｂ 樋口 小夏 駒井 友香 稲垣 瑠夏

３年生 幡中 千咲葵 岩谷 望生 上野 紗季

４年生Ａ 花田 朋佳 加納 颯人 篠永 紗良

４年生Ｂ 国枝 和都 水口 和 山下 詩織

４年生Ｃ 西村 陽奈 谷口 茉優 石井 彩菜

５年生 石橋 咲希 堀 聖 磯川 沙弥

樹木が大きくなりすぎて倒れてきたり、

害虫の発生などがあり、住民アンケート

からも、環境整備の要望が出ていた「も

みじ橋通り」の清掃が2月5日豊中市によっ

て行われました。

東町の住民が通勤、通学、お買い物、

散歩などに、毎日通る「もみじ橋通り」

と「こぼれび通り」日常生活と環境保護

のバランスの大切さが私たちに求められ

ています。

新春かるた大会東丘公民分館

紅葉橋通りの清掃

水は液体から気体になる時、大きな力を発揮

します。いろんな機械を動かす力にもなっている

のです。トウモロコシにはスイートコーンとポッ

プコーンがあり、ポップコーンは乾燥しても水分

は中に閉

じ込めら

れていま

す。この

水分が熱

せられて

水蒸気に

なり爆発

したのを、

ポップコー

ンとして

みんなが食べています。これも水蒸気の力です。

子ども教室 理科実験教室

「水蒸気の力」 1月12日
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平成25年1月12日（土） 東町会館で「東町地

域自治協議会」設立記念行事・新春交歓会」が

開催され、東町の自治会や東町で活動する各団

体の代表者等、多数の人が参加されました。

今回は、協議会が設立されて最初の新春交歓

会ということもあり、第１部に「設立記念行事」、

第２部に「懇親会」の２部制で実施しました。

第１部では、広

報部会・防災部会・

地域まちづくり計

画策定部会の各部

会長からこの１年

間の活動報告があ

り、参加者は熱心

に報告を聞いてい

ました。第２部では、立食形式で参加者同士語

らいながら、「東（あがり）会」や「和太鼓サー

クル八鼓（やっこ）」の演舞・演奏、各自治会

等の紹介に聞き入り、華やかに盛り上がりまし

た。

今回は、運営側の不手際により、多くの団体

の紹介が十分にできないままに終わってしまい、

関係者の方にご迷惑をおかけいたしました。

お詫び申し上げますとともに、今回の反省を生

かして、次回以降の運営の改善を図っていきた

いと思います。

桜（サクラ）

バラ科

サクラ属

春爛漫と花咲き乱れる頃となりました。その

中でなんと云っても桜が主役です。但し古代は

そうではなかったようです。万葉集に詠われて

いるのは萩（ハギ）142首、梅（ウメ）119首、

松（マツ）79首、桜（サクラ）43首で、主役で

はなかったようです。平安時代になって各地で

桜の花見と酒宴が盛んに行われるようになり桜

は主役となり、それが現在まで続いています。

そして桜は日本を代表する国の花になっている

のです。咲いた桜の花の美しさは勿論ですが、

潔く（イサギヨク）散ってゆく花は日本人の心

情にあっているとして、多くの言葉や歌が残さ

れています。「花は桜木人は武士」「敷島（シ

キシマ）の大和（ヤマト）心を人問わば朝日に

匂う山桜花」。千里中央公園内では各所で桜の

花見や宴会が行われています。

ユキヤナギ

（別名)

コゴメバナ

バラ科

シモツケ属

春先に白い花が枝いっぱいに咲き雪が降り積

もったように見え、細い枝と葉が垂れ下がった

様子が柳に似ているのでユキヤナギと云う名が

つけられました。別名のコゴメ花は花が散ると

地面に小米（砕いた米）をばらまいたように見

えることから云われているようです。千里中央

公園に沢山植えられています。特に桜の丘のユ

キヤナギはボリュウム感があり圧巻です。

グリーンアドバイザー 本田 富也

協議会設立記念行事・新春交歓会が開催されました

東町の四季を彩る花々





 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．要介護高齢者施設の誘致に関する要望 

○ 東町には、高齢者が気軽に利用できる要

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）がありません。 

○ 大阪府営住宅の建て替え（第 3 期計画 

数年先）や都市機構東町住宅の建て替え

に際して、このような施設の誘致をお願

いする要望書を昨年 12 月 28 日に豊中市

に提出しました。1 月 17 日に市長まで供

覧されました。 

○ 今後、市とペースを合わせて、建築主の

大阪府や都市機構に対応していきます。 

 
２．東町掲示板の更新・新設について 

○ こぼれび通りの千里阪急ホテル裏手の掲

示板を更新し、あかしや橋交差点に新設

します。費用は、協議会と公民分館、福

祉委員会、防犯支部の 4 団体で分担しま

す。 

○ 掲示物の大きさや、利用できる団体など、

掲示板の管理基準について、3 月の理事

会で協議し、決定します。 

 

３．町内の案内掲示版（地図）の更新 

○ 町内に数か所ある町内の案内掲示版（地

図）が実態に合っていないので更新した

いとの要望がありました。今後、理事会

で検討します。 

 

４．公園等の環境に関するアンケート結果 

○ 12月にお願いした公園等の環境に関する

アンケートの回答が 61 件ありました。そ

の回答の明細が報告されました。 

 

５．地域活動の拠点「東町サロン」について 

○ 第 1 回ラウンドテーブル（12 月 16 日）

で、地域活動拠点「東町サロン」の設立

提案がありました。「東町サロン」は、住

民や団体の交流・諸団体の活動の拠点と

なる場で、地域の住民の活動をより活発

化することを狙っています。 

○ 「東町サロン」の趣旨、場所、スタッフ、

費用などの議論を深めるため、第 2 回の

ラウンドテーブルを 2月 24 日（日）に開

催することとしました。 

○ なお、東丘コミュニティルームが利用し

にくいとの声があるため、もっと使いや

すくするための検討も始めます。利用さ

れている皆さんの意見も聞きたいと思い

ますので、ご協力ください。 

 
６．次年度の活動計画案と予算案について 

○ 現在、各部会で 2013 年度の活動計画と予

算の案を作成しています。主な事業内容

は次のとおりです。詳細については今後、

理事会で検討し、総会に提案します。 

 

広報部会 
・協議会の情報発信 

・インターネットの強化 

地域づくり 

計画策定部会 

・東丘版コミュニティ・スク

ールの検討 

・コミュニティルームをより

使いやすくするための検

討 

・要介護高齢者施設誘致活動 

・環境問題の調査・対処 

防災部会 
・地域の防災体制づくり 

・防災訓練の実施 

 

 協議会の理事会で話し合われた主な内容についてお知らせします。 

理事会では、東町全体のことについて話し合い、決定しています。

開催は、原則として毎月第 3日曜日 10 時～12 時に新千里東町会館。

東町にお住まいの方は、どなたでも傍聴することができます。 

地域自治協議会ホームページでも情報を見ることができます。 

URL：http://higashioka/jimdo.com 

地域自治協議会 

理事会 NEWS！ 

1 月～2 月 
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防災活動について、各集合住宅の自治会及び管理組合と連携、役割分担し防災体制を構築します。 

活動項目 
活動主体 
 →対象 

①啓蒙活動 
 

危機事態時の活動 ⑤訓練 ⑥市連携 
②防災

体制 
③安否

確認 
④ライフライン（資

機材、備蓄品など） 
協議会 
  →地域 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

自治会・管理組合 
  →集合住宅 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

部会の体制 ＊各集合住宅からのメンバーと福祉、防犯 

部会長：大路（アーバンライフ） 

副部会長：和田（防犯） 

メンバー：安井（福祉）、吉田（メゾン）、田邊、

西村、武藤、山田（桜ヶ丘）、鈴木（アーバンラ

イフ）、沼田（ＯＰＨ）、笠岡、清水（ガーデンヒ

ルズ）、大矢、明智（ジオメゾン）、横山、古橋，

福岡（ＵＲ）、河野、石丸（３の３）、門田、谷本

（あかしや）、坂上（防犯） 

部会の趣旨 

東丘小学校区を範囲とする東町地域としての

危機管理（地震など危機事態への一連の活動）に

ついて、各自治会や管理組合と連携し、地域とし

ての防災体制を構築するなど危機事態への迅速

かつ的確な対応力を向上する。 

   

東町地域自治協議会防災部会の本年度活動報告 

防災活動項目と活動主体 

 

本年度の部会活動 

8 月 4 日 

～9 月 9 日 

自治会への防災アンケート実施 

防災活動と防災意識の現状把握 

9 月 23 日 

第１回 

アンケート結果確認、各住宅での状

況と今後活活動討議 

10 月 28 日 

第２回 

市危機管理室より防災体制の考え

方、平常時の防災活動について討議 

11 月 25 日 

第３回 

福祉による安否確認の内容、地域防

災体制とマニュアル作成の討議 

12 月 23 日 

第４回 

東町防災体制イメージとマニュア

ル作成の討議その２ 

1 月 27 日 

第５回 

市危機管理室より機材倉庫や備蓄

避難所情報、次年度部会活動討議 

2 月 24 日 

第６回 

次年度部会活動計画の討議、各集合

住宅での防災関連活動の情報交換 

3 月 24 日 

（予定） 

本年度の部会活動報告書案、次年度

計画書案と予算書案の確認 

部会でグループ討議 
グループでの討議と発表、 

全員参加の活発な部会に 

次年度（2013 年度）活動方針 
次の 2 項目を重点領域として活動する予定です。 

①地域としての防災体制作りとマニュアル化、そ

して継続的な訓練のしくみづくり 

②防災に対する住民の意識向上ための啓蒙活動 

東町災害対策本部体制のイメージ（情報班、物資

班、救助救護班、避難誘導班など）を設定し、継

続的な訓練を通じて、充実を図っていきます。 
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テーマ『東町の活動拠点のありかたについて』

「東町での情報デリバリーのあり方を考える」

をテーマとして昨年12月に開催し、東町の現状に

ついて考察した後、「東町サロン」(仮称)のよう

な拠点作りを検討することとなりました。このこ

とは、本誌1月号でその内容を掲載し、同時に地

域自治協議会1月度理事会に結果を報告しました。

「東町サロン」(仮称)の検討モデルは、阪急豊中

駅の駅舎内２階に開設されている「市民活動情報

サロン」にあります。そこでは、市民活動に役立

つ情報の収集発信を行うとともに、たくさんの人

が出会い、交流できるような様々な事業が実施さ

れています。

前週に開催された地域自治協議会理事会におい

て第2回ラウンドテーブルの進め方が議論されま

した。それによると、

東町地域の諸団体の活動の情報発信、地域課題

について参加者が語り合う催しの開催、町の活動

を始めようとしようとしている人の応援、メール

ボックス・ノートパソコン・プリンタの利用貸出

などの機能を持つとともに、多種多様な人が集まっ

てくる内に東町の活動の次の担い手が発掘され育っ

てゆく、そのような正に東町の活動拠点のあり方

を考えるため、参加者の皆さんから、①趣旨、②

拠点(場所)、③スタッフ、④費用などについて意

見を出していただくことを課題としました。

今回の参加者は18名でした。3グループに分か

れ、議論が展開されました。

最初に、「東町サロン」(仮称)に期待すること、

ないし、そのあり方に関する議論は、

＊目に見える「場所」「活動」にする

（まちなかの新たな場所）

＊東町の住民の交流・相談の場となり、そこに

はコーディネーターがいるとよい。

＊世代間交流、憩いの場

＊情報発信の場、作業ができるとよい

＊安定的拠点（いつでも、自由に使える）

＊セキュリティも考慮すべき

＊いつでもスタッフがいる場

（有償スタッフとなるか？ 時間・役割は？）

＊高齢者の活躍の場となる

このように整理されました。

一方で、東町には既存の施設がいくつかあり

ます、これらとの関係性も議論されました。

主な既存施設は、街角ひろば、東丘小学校内の

コミュニティルーム、新千里東町会館。

街角ひろばは、一定の人たちの憩う場所として

定着しており、「東町サロン」の機能を持たせる

ことは難しい。

コミュニティルームは、小学校の区域内にあり、

利用し易くする必要はあるが、子どもたちの安全

を確保するには関係者の了解や投資が必要になり、

時間軸は先にならざるを得ない。第１回目のラウ

ンドテーブルで、仮に「東町サロン」を新たな拠

点として作った場合でも、子ども教室などの場所

としてコミュニティルームの必要性は変わらない

との意見があったことも忘れてはならない。

東町会館は、主に、諸団体の会議や集会或いは

私塾などの営業拠点としての場所貸しに利用され

ていて、それらを外に出して「東町サロン」の機

能を持たせると、収益源を失い会館を維持するこ

とが難しくなる。また、東町会館は、建替え計画

を考慮すべきだ。

全体議論の中で、「東町サロン」がなぜ必要か

議論がなされていない、現状についての整理や金

銭の出費などメリット、デメリットを慎重に検討

する必要がある。こうした意見があり、議論は継

続する必要があるようです。

地域自治協議会
第２回ラウンドテーブル
2013年2月24日（日）14:00～16:30

第１回ラウンドテーブルを振り返る

第2回ラウンドテーブルの課題

今回のラウンドテーブルの議論
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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

「東町は安全な地域」と

感じている方が多いと思い

ます。確かに他の地域と比べると、犯罪の少な

い地域ですが、「まさか？」の気の緩みが危険

です。掲示板の「防犯速報」など防犯情報をキャッ

チし、「もしかしたら？」の気持をもって、自

分でできる防犯を心がけましょう。

不審者を見かけたら・・・

迷わず110番通報してください！

とよなか警察署 豊中防犯協議会
06-6849-1234

不審者の声かけ事案、発生！（東丘小学校より）

24年度の活動も最後の月となり、防犯東丘支部では、来年度
に向けて準備を進めています。「安心・安全な東町」推進に、
ほんの少しあなたのお力を貸していただけませんか？まずは知っ
てください。知れば知るほど好きになる東町。（防犯役員一同）

ちかん出没、注意！（とよなか警察署より）

最近、夜間帯に千里中央駅周辺において、帰宅途中の女性を狙う、
ちかんが出没しました。

2月13日午後4時半ごろ、東丘小6年生の女子児

童が友達と会うために千里中央へ向かう途中、

東町公園付近で一人になったところを、30代く

らいの見知らぬ男性に声をかけられる被害に遭

いました。（声かけ以外の被害はなく、児童は

その後無事に家に戻っています）

本件は、保護者が警察にも通報され、周辺巡

視の強化を依頼されています。

2学期にも東丘小の4年生男

子児童が、同じ場所で声かけ

被害に遭っています。また、

東丘小の他の児童の保護者か

らも、子どもが2月7日に同じ

場所で同様の被害を受けた旨

の連絡を受けております。

ときどき後ろを振り向いて、

不審者に後をつけられていな

いか確認しましょう。

防犯ブザーを活用しま

しょう。

携帯電話は操作せず、

いつでも110番できる

ように手に持って歩き

ましょう。

音楽プレーヤーを聞きなが

ら、携帯電話を操作しなが

ら、歩くのはやめましょう。

不審者の接近に気付きにく

くなります。

暗い道は避け、人通りの多

い道を通りましょう！
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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
域
自
治

第11回理事会
3月17日（日）

午前10時～12時30分
東町会館

協議会メンバー（東町住民））はどな

たでも会議を傍聴出来ます

第12回理事会
3月31日（日）

午前10時～12時30分
東町会館

総会に向けた本年度最後の会議になり

ます。

地域自治協議会
総会

4月21日（日）

午前10時～12時30分
東町会館

24年度の決算報告と、25年度に向けた

役員や年間事業計画案を審議します。

福
祉
委
員
会

子育てサロン
つくしんぼ

第３火曜日

午前10時～12時

3月19日

4月16日
東町会館

参加費

100円

幼児を遊ばせながら、保護

者どうしが交流する場です。

ふれあいサロン
第１火曜日

午後1時～3時

3月5日

4月2日
東町会館

参加費

100円

老若男女どなたも参加いた

だき気楽に集うばです。

福祉なんでも相談
毎週火曜日

午前10時～12時

3月5,12,19,26日

4月2,9,16,23,30日

東町会館

管理人室

専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8

higashiokasodan@gmail.com

子
ど
も
教
室

子ども囲碁教室
第１第３水曜日

午後3時～4時半

3月6日 20日休み

4月17日 3日休み

将棋も出来ます

東丘校区の小学生

と保護者・地域の

皆さんも参加でき

ます。 子どもた

ちが放課後や週末

を安全に健やかに

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。

理科実験教室
3月9日 第2土曜日

4月13日第2土曜日

午前10時～12時 色のマジックショー

科学で遊ぼう
3月16日第3土曜日午前10時～12時

4月27日第4土曜日午前10時～12時

電気パン

びっくり箱を作ろう

グリーンマップ
第２水曜日

午後3時～

3月13日

4月10日

土と親しむ
第４水曜日午後1時30分～

第４水曜日午後3時～

3月27日

4月24日

春の花壇をつる。

花壇・畑の整備

春休み
バドミントン

3月25日（月）26日（火） 28日（木）29日（金）

午後1時30分～ 場所：東丘小学校体育館

地

域

活

動

たけのこ祭り
4月21日（日）小雨決行

午前9時30分より受付

場所：こぼれび公園（愛称）東町公園竹林。今年は、

現地で受付ます。参加費一人100円 主催：街角広場

ひがしまち
街角広場

月曜日～土曜日

午前11時～午後4時

東町住民の交流の場です。珈琲、飲み物（ジュース

等）お気持ち料100円。お気軽にお立ち寄り下さい。

３・３ひろば
毎月第２水曜日

第４金曜日

３の３集会所

午後1時～4時

3月13日(水) 22日(金) 東町の方は

4月10日(水) 26日(金） どなたも歓迎

アダプトロード
清掃

3月24日(日)

4月28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

東町の３月・４月の行事・催しのお知らせ

東丘小学校
卒業式
3月19日(火)
午前9時30分～
入学式
4月5日（金）
午前10時～

第八中学校
卒業式
3月14日（木）
午前9時30分～
入学式
4月5日（金）
午後13時30分～

第3弾です。

講師は、おなじみ

食生活アドバイザー 稗田 和子さん。

（ガーデンヒルズ千里中央在住）

講座名：かんたん！献立て作りの基本術

お弁当や一人暮らしにも活用

できる便利な“表”で献立作

り牛肉・豚肉・鶏肉・牛乳な

ど主要食品の表示の読み解き。

開催日：5月18日（土）、25日（土）

午後2時～4時

場所 ：新千里東町会館２F集会室

定員 ：30名

費用 ：無料です

公民分館春の講座受付

「食と生活」

東丘コミュニティルーム：11時で定

員を超えた場合には抽選になります。

申込 ：4月20日（土）午前11時


