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ようこそ、第八中学へ！

「山梨県」から単身で民間校長に応募。府下で

も数名という校長に会いたいと、興味津津？編

集委員5名が、取材がてら望月新校長を訪ねまし

た。静かで落ち着いた語り口の中にも、子ども

たちへの深い愛情と熱意が感じられ、突然押し

掛けた私達にも真剣に耳を傾け受け止めてくだ

さる校長先生に、取材も忘れついつい地域の要

望まで。「八中で学べて良かった」と巣立って

いく姿を、学校と地域が一緒になっ

て喜べる日を想像し、地域としても

頑張らねばと痛感した嬉しい出会い

になりました。

東東東東町町町町のののの第第第第一一一一印印印印象象象象はははは？？？？

都市計画がされた

素晴らしい空間に

居住されているな

と思いました。

はるばる山梨から

望望望望月月月月康康康康秋秋秋秋 校校校校長長長長先先先先生生生生

最最最最近近近近嬉嬉嬉嬉ししししかかかかっっっったたたたここここ

ととととはははは？？？？

生徒の明るい笑顔

に出会えたことで

す。

好好好好ききききなななな食食食食べべべべ物物物物はははは？？？？

タケノコご飯

千里の

タケノコも食べて

くださいね

学学学学年年年年 男子子子子 女子子子子 合合合合計計計計 学学学学年年年年 男子子子子 女子子子子 合合合合計計計計

1111年年年年生生生生 33名 28名 61名 4444年年年年生生生生 26名 35名 61名

2222年年年年生生生生 40名 32名 72名 5555年年年年生生生生 52名 47名 99名

3333年年年年生生生生 39名 41名 80名 6666年年年年生生生生 39名 32名 71名

学学学学年年年年 男子子子子 女子子子子 合合合合計計計計

1111年年年年生生生生 40名 27名 67名

2222年年年年生生生生 41名 38名 79名

3333年年年年生生生生 47名 44名 91名

東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校児児児児童童童童数数数数（（（（全全全全校校校校児児児児童童童童数数数数 444444444444名名名名）））） 第第第第八八八八中中中中学学学学校校校校生生生生徒徒徒徒数数数数（（（（全全全全校校校校生生生生徒徒徒徒数数数数 222233337777名名名名））））

大阪・千里
を

楽しんでく
ださい。

（ 編集委員
より）

モモモモッッッットトトトーーーーはははは????

至誠天通

生生生生徒徒徒徒にににに期期期期待待待待すすすするるるるここここととととやややや、、、、八八八八中中中中校校校校長長長長ととととししししててててのののの抱抱抱抱負負負負はははは？？？？

生徒一人ひとりが、仲良く友人と学校生活を送り、社会人としての基礎をつくっていただきたいと思っ

ています。

勉強にスポーツ活動、そして文化活動に自らの力を試して、社会に通用するには、学力とコミュニ

ケーション能力を高めることが必要です。気づき・考え・行動する中学生をどうしたら育てることが

できるか、先生方と一緒に学校経営を行い、その結果生徒の学力向上や徳育の面で少しでもお役に立

てたら幸いです。
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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

2222000011112222年年年年度度度度賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費集集集集計計計計結結結結果果果果

特特特特別別別別会会会会費費費費（（（（法法法法人人人人）））） 33331111口口口口 111155555555，，，，000000000000円円円円

一一一一般般般般会会会会費費費費（（（（個個個個人人人人））））1111444499990000口口口口 777744445555，，，，000000000000円円円円

合合合合計計計計 999900000000，，，，000000000000円円円円

賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費募募募募集集集集ののののキキキキャャャャンンンンペペペペーーーーンンンンはははは毎毎毎毎年年年年３３３３月月月月

をををを中中中中心心心心にににに行行行行わわわわれれれれてててていいいいまままますすすすがががが、、、、応応応応募募募募さささされれれれるるるる

方方方方はははは何何何何時時時時ででででもももも歓歓歓歓迎迎迎迎ししししまままますすすす。。。。

一一一一般般般般会会会会費費費費はははは1111世世世世帯帯帯帯年年年年間間間間1111口口口口 555500000000円円円円でででですすすす

問合せ：校区福祉委員会 原（6833-6281）

福祉の広場
平成24年度の賛助会費にご協力頂き有難うございました。

25年度福祉委員会の活動に生かさせて頂きます。

特別賛助会費にご協力頂いた法人

（敬称略、順不同）

せんちゅうぱる専門店会

慈恵会東丘歯科医院（池田歯科）

新千里東町商店会

アソカ幼稚園

社会福祉法人豊寿荘

鳥辺医院

前田内科医院

千里朝日阪急ビル管理株式会社

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ホール

野村証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

株式会社ヤマダ電機

訂正とお詫び

「ひがしおか74号」のこのページで、

東丘小学校、十河英敏校長先生のお話

「学ぶこと～人生を楽しむサイエンス」

の記事で記載誤りがありました。

最終行の「豊中千里学園構想」は先生の

「豊中千里学園の夢」を語られたもので

した。訂正してお詫びいたします。

賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費にににによよよよるるるる年年年年中中中中行行行行事事事事活活活活動動動動のののの例例例例

敬老の集い

（９月）

恒例の

餅つき大会

（１２月）

豊中市は一般賛助会費の加入率は全国的に高いレベル

にあり、高度の福祉活動を誇っています。

東町は集合住宅のみの地域であり、皆さんの賛助会費

へのご協力なしに福祉活動を維持するのは困難です。

一方で、セキュリティを重要視する最近の集合住宅の

構造と管理は、核家族化、高齢化、孤独化が進み、校区

福祉活動の重要性が増加しています。

福祉委員会の広報活動の強化を痛感しています。

東丘校区年度別一般賛助会費加入世帯数

年度 全世帯数 加入世帯数 加入率
％

一般賛助会費
合計（千円）

2006 3,630 1,472 41 945

2007 3,824 1,460 38 919

2008 3,808 1,364 42 884

2009 3,795 1,580 36 841

2010 3,795 1,217 32 755

2011 3,861 1,231 32 797
2012 4,010 1,104 27 745

全世帯数は豊中市ホームページ人口統計資料によりました

下の表に示しますように、東町の皆様からご協力頂

く一般賛助会費の集計は、全世帯数の増加にも関わら

ず、一般賛助会費の納入にご協力頂いた世帯数の比率

はかなり低下しました。

福祉は幼児から高齢者、ひとり暮らし、障がいをお

持ちの方などを対象に幅広い活動をしています。すべ

ての皆さんの福祉賛助会費へのご理解をお願いします。

ご協力頂いたこの賛助会費のうち、45%は市の社会福

祉協議会にプールされ、赤い羽根などを含む一般寄付

金と併せて、市共通のプロジェクト推進のために再配

分されます。残り55%は校区独自の福祉活動に使用され

ます。その活動内容については、この「ひがしおか」

福祉のぺージに順次報告いたします。
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生涯学習の拠点として、公民館が

全国の市町村に設けられています。

豊中市では、千里公民館など4公民

館がありますが、地域の公民館活動

の担い手として、小学校区単位に、

住民が自主的に運営する41の公民分

館を設けています。（豊中市独自の

制度です）

東町には、東丘公民分館があり、

東丘コミュニティルームを拠点とし

て、運動会や文化祭などの活動を進めています。

◎活動にご協力いただける方は、

寺村までご連絡ください。 0 9 0 - 1 0 2 9 - 4 6 4 8

詳しくは、ホームページ（東町ホームページの地

域団体から）をご覧ください。

公公公公民民民民分分分分館館館館
4月20日、2013年度の事業を決定する運営委員会を開催し、

今年度の分館活動がスタートしました。分館行事は地域のふ

れあいの場、生涯教育の大切な機会です。今年度も皆さんの

ご協力とたくさんの参加をお待ちしています。

22225555年年年年度度度度主主主主なななな行行行行事事事事
月月月月 行行行行事事事事

5月 春の講座

6月 社社社社会会会会見見見見学学学学

10月
ふれあい運動会（10/6）
秋の講座

11月 文化祭 （11/9.10）

1月 かるた大会

2月 人権講座

《《《《日日日日 時時時時》》》》6月１日（土） 8時～17時30分

《《《《集集集集 合合合合》》》》7時50分 東丘小学校西門前

《《《《参参参参加加加加費費費費》》》》５,５００円／１人

《《《《旅旅旅旅 程程程程》》》》

東東東東町町町町 =＜高速道＞=> 木之本IC(滋賀県長浜市)

＝>北近江観音めぐり（己高閣＆世代閣・赤

後寺・渡岸寺観音堂など）==昼食（北近江ﾘｿﾞｰﾄにて） =>

きのもと交遊館；戦国ふるさと展見学と“おもてなし隊”に

よる木之本街並み散策＝>＜高速道＞=> 東東東東町町町町

《《《《受受受受付付付付日日日日時時時時》》》》 5月18日（土）13時30分

《《《《受受受受付付付付場場場場所所所所》》》》 新千里東町会館 階段付近
＊13時30分で定員(40名)を超えた場合には抽選となります

＊受付当日参加費を用意ください。お一人2名まで申し込み可

高齢者問題

地域自治事務局業務
地域自治に関わる広報

まちづくり計画東町の環境問題

地域の活動拠点の整備

東町の地震対策

夏祭りの計画と運営

コミュニティスクール

《《《《興興興興味味味味ののののああああるるるる方方方方・・・・問問問問合合合合せせせせ》》》》 武武武武藤藤藤藤（（（（6666888833335555----4444777744440000））））まで

新新新新千千千千里里里里東東東東町町町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

あなたは？
どちらも

行事お手伝い派
？ ＯＫ！

行事楽しむ派？
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地域自治協議会

理事会 NNNNEEEEWWWWSSSS！！！！
３月～４月

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

１．掲示板を更新・新設し、利用ルールを作成

○ こぼれび通りの千里阪急ホテル裏手の掲示

板を更新し、東丘保育所そばに新設しまし

た。これにより、東町の掲示板は7ヵ所に

なりました。

○ これらの掲示板の利用基準を作成しました。

各掲示板に貼っていますのでご確認くださ

い。主な内容は次のとおりです。

部会」を改称）の3部会とすることを決定

しました。

○ 別途、2013年度の理事候補者が集まり、役

員の互選や部会等の役割分担を決めます。

４．事務機器の活用について

５．2013年度の活動計画と予算案について

○ 事務用備品として、ノートパソコン、パワー

ドスピーカーとマイク２本セット、断裁機な

どを揃えました。貸出を希望する団体は、協

議会事務局までお申込みください。

○ 2013年度の活動計画と予算の案を作成しま

した。活動計画の主な内容は次のとおりで

す。5月19日（日）13時～16時30分

場所:東町会館で開催する協議会定期総会

に提案します。

理事会 ・月１回開催

東町会館運営 ・新千里東町会館の管理運営

事業

コミュニティル・東丘コミュニティルームの管理

ーム運営事業 ・アダプトロード清掃

東丘小学校芝 ・芝生の維持管理

生化事業 ・芝生を通じたイベント

夏祭り盆踊り ・夏祭り盆踊り大会の開催大会

（2013年8月17日開催予定）

新春交歓会 ・新春交歓会の開催

（2014年1月5日開催予定）

情報発信・共有・新聞「ひがしおか」の共同

事業 発行

・ホームページの運用 ほか

地域自治推進 ・活動拠点（仮称「東町サロ

事業 ン」）の設置。

・東丘版コミュニティスクール

の検討

・高齢者施設の誘致活動推進

など

防災事業 ・防災マニュアルの整備

・防災訓練 など

3. 2013年度の部会と体制について

○ 2013年度は、広報部会、防災部会、まちづ

くり計画策定部会（「地域づくり計画策定

2．地域活動の拠点「東町サロン」について

○ 住民・団体の交流や、諸団体の活動の拠点

となる「（仮称）東町サロン」（機能、整

備内容、候補施設、事業費）について、話

し合いました。コミュニティルームをもっ

と使いやすくすることを含めて、引き続き

検討を進めていきます。

○ 2013年度に拠点を設置することをめざし、

必要な費用を2013年度予算案に加えること

を決定しました。

掲示できる物 ①協議会の代議員を選出して

いる団体が発行する掲示物

②①の団体が認めた掲示物。

掲示期間 ①催しの当日、または期間の

最終日まで。

②期日のない内容の掲示物は、

3ヵ月間。

掲示物の要件 ①大きさは、A4判、タテ型。

ただし、行政機関などから

依頼を受けた掲示物でA4判

を超える場合、掲示スペース

に余裕があれば貼ることがで

きます。

②発行者（団体名）、連絡先、

掲示期間を記載すること。
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東町の掲示板がこぼれび通りに新設・更新
のコミュニケーションの活性化に寄与できれば

と思います。

これらの掲示板を使用していただくにあたって

は「掲示板の利用基準」を設定いたしましたの

で、掲示要件（掲示物の大きさ、団体名、連絡

先、掲示期間）の順守をお願いいたします。各

団体の活動の情報が身近になり各団体の活動が

より活発になればと思っています。

※掲示板の利用基準は、
東町ホームページ（http://www.e-senri.jp/）の

「その他ご案内」をご覧ください。

新千里東町地域自治自治協議会

広報部会長 上田 稔

3月28日、桜が満開の季節に、長谷池・千里阪

急ホテル裏近隣(掲示板更新)と東丘保育所近隣

（掲示板新設）に新千里東町地域協議会費用で

設置されました。

昨年、協議会発足し、協議会広報部会で2012

年10月～11月のアンケートを実施させていただ

きました。回答をいただいた中で、協議会の記

事・東町の各団体の催し物（イベント）の情報

を掲示板より入手しているという意見が多くあ

りました。また、町の情報入手の手段として、

もっと掲示板の数を増やして欲しいとか、掲示

板を大きくして欲しいという住民の要望に応え

ようと協議会の理事会にて数度の提案審議を経

て、懸案の掲示板が設置されました。

これで、東町の掲示板として7ヵ所になりました

が、広く各団体（新千里東町地域自治協議会、

東丘公民分館、東丘校区福祉委員会、豊中地域

防犯東丘支部及びその他自治協議会に代議員を

選出している団体）に活用していただき、東町
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東町を彩る四季の花々

今回は、豊中市内であまり見られない木ですが、

東町で特に見事な花を咲かせる木を紹介します。

東丘小学校で桜の花が散った後、きわだった存

在感を示している花の木があります。鮮やかな濃

紅色の八重咲きの花を付ける花桃の木です。小学

校が創立された時に、先生達が植樹されたと聞き

ますので樹齢は48年になるはずですが、今も立派

な花を咲かせています。毎年この木をバックにし

て児童の記念写真が撮られています。観賞用に桃

の木を品種改良したもので、実はできません。

ライラックは英名、リラは仏名、ムラサキハシ

ドイは日本名で、いずれも同じ木の名前です。

高温多湿を嫌うので関東以南では生育が悪く管理

が難しい木です。

ＵＲ（都市機構）Ｃ25棟の前に見事に花を咲か

せている鉢植えのライラックを見ることができま

す。109号室の横山さんの奥様が育てておられま

す。4～5月に咲く薄ムラサキ色の清楚な花は周囲

にすばらしい香りを漂わせています。この花は香

水にも使われています。

モクセイ科 ハシドイ属

グリーンアドバイザー 本田富也

東町恒例「たけのこ祭り

4月21日日曜日、街角広場主催の「たけのこ

祭り」（千里竹の会指導、公民分館共催）が東

町公園の竹林で開催されました。前日からの雨

も朝には上がり、たけのこ掘りがスタートする

午前10時過ぎには陽もさし始め、「雨後のたけ

のこ」があちこちに頭を出して、たけのこの収

穫には絶好の状況となりました。「千里竹の会」

のメンバーの方からたけのこ掘りの要領や注意

事項の説明を聞いた後、約400人の参加者は一

斉に竹林の斜面に散らばり、約1時間半の間た

けのこの収穫を喜ぶ子どもたちの歓声や参加者

の笑顔があふれました。

そして、収穫量はリヤカー４杯分。例年にな

い大豊作に参加者は満足な表情で近隣センター

へと戻りました。 近隣センターの広場では街

角広場のスタッフや地域の方たちお手製のたけ

のこ入り豚汁がふるまわれ、ガールスカウトの

野点や綿菓子販売などの催しも加わって、楽し

い昼食風景が繰り広げられました。

東町のたけのこ祭りは竹林の整備に貢献する

大切な催しです。また、子どもたちが身近な自

然に接する貴重な機会でもあります。今後とも、

竹林の整備に加えて、地域の親睦や子どもたち

の自然との触れ合いの場として、たけのこ祭り

が続いていくことを願います。 太田博一

花花花花桃桃桃桃

ラララライイイイララララッッッックククク((((リリリリララララ))))((((ムムムムララララササササキキキキハハハハシシシシドドドドイイイイ))))

バラ科 モモ属
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見守り活動に対して、東丘小学校ＰＴＡさんから

感謝状と子ども達の感謝の言葉を受け取りました。

みまもりさん「ワァー嬉しい」「こんな事初

めて」とジッと見つめて・・・・・・

「励みになります」これからも優しく見守り

活動を致しますと、嬉しい声をいただきまし

た。

生命を守る6つの約束の合い言葉

「イカのおすし」を伝えていきたいと

思います。 見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊長長長長 坂坂坂坂上上上上 喜喜喜喜代代代代子子子子

5月は、防犯東丘支部の総会の月。各自治会、団体から防犯委

員が選出され、防犯委員を中心に、パトロール等取り組んでい

きます。「自分たちのまちは自分たちで守る」を合言葉に、各
自治会独自の防犯活動を推進していきましょう。

夜のパトロール、青色パ

トロールだけでなく、買

い物や散歩時間を利用し

た「ながらパトロール」

など、犯罪者にすきを与

えないことが大切です。

見見見見守守守守りりりりたたたたいいいいのののの
人人人人たたたたちちちちへへへへ

いつも帰る時、見守ってくれてありがとうござ

います。

帰る時間がおそい時もまってくれて、私は毎日

安心して家に帰る事ができます。

本当にありがとうございます。

やさしくて、注意もしてくれる見守りたいの人

たちの事が、私は大すきです。

見守りたいの人たちの、「今日の学校は、どう

だった？」などの声が、心に強く感じました。

これから6年生になるまで、ずっと、ずっと見

守ってほしいなぁ、と思います。

これからも、よろしくおねがいします。

東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校 砥砥砥砥石石石石 萌萌萌萌加加加加（といし もえか）よよよよりりりり

◆知らない人にはついてイ カない。

◆知らない人の車にノらない。

◆連れて行かれそうになったら、オお声で
さけぶ。

◆こわいと思ったらスぐに逃げる。
◆知らない人に声をかけられたり、危ない

ことがあったらシらせる。

生命を守る合言葉「いかのおすし」

◆防犯パトロール◆

「見守り隊」だけでは

なく、登下校に合わせ

て、お買いものや外回

りの掃除など、「おか

えり」とやさしく声を

かけましょう。

◆児童見守り活動◆ ◆犯罪の起こりにくい環境づくり◆

ポイ捨て、放置自転車、落書きなどが

そのままになっていませんか？清潔で

明るく住民の目が行き届い

たまちでは犯罪が起こりま

せん。近所同士の声かけも

大切です。

「「「「気気気気軽軽軽軽にににに、、、、気気気気長長長長にににに、、、、無無無無理理理理ををををせせせせずずずず」」」」

Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
感
謝
状
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地地地地
域域域域
自自自自
治治治治

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

総総総総会会会会

5月19日（日）

午後1時～4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。

第第第第1111回回回回理理理理事事事事会会会会
5月19日（日） 自治協議会

総会の後半に開
東町会館

昨年度審議されてきた課題はいよいよ

各部会において実行の年になります。

第第第第2222回回回回理理理理事事事事会会会会
6月16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

福福福福
祉祉祉祉
委委委委
員員員員
会会会会

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

5月21日

6月18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

5月7日

6月4日
東町会館

参加費

100円

老若男女どなたも参加いた

だき気楽に集う場です。

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

5月7,14,21,28日

6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

献献献献 血血血血
５月18日（土）

午前10時～午後4時30分

千里中央阪急バス

案内所付近

東丘校区福祉委員会の活動です

愛の献血にご協力下さい

公公公公
民民民民
分分分分
館館館館

春春春春のののの講講講講座座座座

「「「「食食食食とととと生生生生活活活活」」」」

5月18日(土) 25日(土)

午後2時～4時
東町会館

講師：稗田 和子（ガーデンヒルズ在住）

受講申し込みは締め切っています。

社社社社会会会会見見見見学学学学

ババババスススス旅旅旅旅行行行行

6月1日（土）集合7時50分

午前8時～午後5時30分

東丘小学校

西門前より

近江観音巡りと木之本散策

申し込み5月18日 詳細は本誌３P

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

5月1日 15日

6月5日 19日

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。

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室
第２土曜日

午前10時～12時

5月11日煮干しを解剖しよう

6月8日 見たか！土石流のパワーを

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～12時

5月25日 虹色光って何だろう？

6月8日 ビタミンＣはどんな食品から

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～

5月8日 グリーンマップを

6月 1 2日 完成しよう

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～

5月22日 玉葱の収穫？薩摩芋の植え付

6月26日 ジャガイモの収穫？

外外外外国国国国のののの人人人人とととと

遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
5月29日（水）午後3時～ TIFAの紹介・どこの国から

地地地地
域域域域
活活活活
動動動動

ひひひひががががししししままままちちちち
街街街街角角角角広広広広場場場場

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。

３３３３・・・・３３３３ひひひひろろろろばばばば
毎月第２水曜日

第４金曜日

３の３集会所

午後1時～4時

5月8日(水) 24日(金) 東町の方は

6月12日(水) 28日(金） どなたも歓迎

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

5月26日(日)

6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

東東東東町町町町のののの５５５５月月月月・・・・６６６６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

「ひがしまち街角広場」(近隣センター内）

で歌声喫茶始めます
◆第第第第一一一一回回回回目目目目：5月12日（日）午後1時～4時

◆参参参参加加加加費費費費 ：飲みもの付き 300円

◆内 容 ：ウクレレハーモニーの

伴奏で懐かしい歌・

唱歌など楽しく歌います。

7777月月月月行行行行事事事事のののの予予予予告告告告：東東東東丘丘丘丘校校校校区区区区健健健健康康康康づづづづくくくくりりりり推推推推進進進進員員員員会会会会

◎健康教室（東丘校区福祉委員会との共催）

日時：7777月月月月2222日日日日（（（（火火火火））））午後2時～3時

場所：東町会館2階 ふれあいサロンの後半に開催します

内容：豊中市の栄養士さんのお話：「日々の食

事で気をつけたいこと」・低栄養では？・食事の

片寄りは？・体にやさしいメニューなど

}


