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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

校校校校区区区区福福福福祉祉祉祉委委委委員員員員会会会会のののの年年年年次次次次総総総総会会会会 活活活活動動動動とととと問問問問題題題題点点点点

東丘校区福祉委員会は新会長に原 秀子さんを選

び、新年度の活動に入りました。

本来の活動内容には、次のようなものがあります。

■小地域福祉ネットワーク活動

○ふれあい給食サービス ○ふれあいサロン

○見守り、声掛けを兼ねた配食サービス

■高齢者福祉活動

○敬老の集い ○見学旅行

■青少年、育児福祉活動、地域交流事業

○もちつき大会 ○子育てサロン ○世代間交

流 ○小学生のアイマスク・車いす体験 ○八中

校区ふれあいフェスタ ○夏祭り（古本売り）

○アダプト道路

■保険福祉活動 ○献血活動・健康教室

■その他 ○災害時の安否確認訓練

平平平平成成成成22225555年年年年5555月月月月11112222日日日日（（（（日日日日））））

東丘校区は、集合住宅のみという特殊な地域で

すが、福祉委員会の活動は活発な地域活動によっ

て支えられ毎年進展しています。建て替えによる、

住民層の変貌も大きく、活動内容もそれに対応す

る努力を怠ることは出来ません。賛助会費の集金

額は年々低下しており、上記の活動を支えるのに、

支障をきたしています。賛助会費に対する理解を、

機会あるごとに今後ＰＲ活動を継続させたいと思

います。

子子子子育育育育ててててササササロロロロンンンン

（Ｈ25.5.21）

配配配配食食食食ササササーーーービビビビスススス

（Ｈ25.5.24）

献献献献血血血血協協協協力力力力（（（（千千千千里里里里中中中中央央央央））））

（Ｈ25.5.18）

ＨＨＨＨ22224444年年年年度度度度収収収収入入入入 2222,,,,222211115555,,,,444400006666円円円円

（（（（校校校校区区区区賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費合合合合計計計計 999933332222,,,,555500000000円円円円））））

（説明）給食サービス、高齢者向事業（社会見学、高

齢者団体助成）、地域交流事業費（敬老の集い、ふれ

あいサロン、子育てサロン、もちつき大会、夏祭りな

ど）、広報相談事業（広報

誌・福祉なんでも相談）、

その他（災害避難訓練、献

血協力、什器備品費）

５５５５，，，，６６６６月月月月のののの校校校校区区区区福福福福祉祉祉祉委委委委員員員員会会会会のののの活活活活動

HHHH22224444年年年年度度度度支支支支出出出出 2222,,,,222211115555,,,,444400006666円円円円

ここここれれれれららららのののの活活活活動動動動はははは地地地地域域域域のののの皆皆皆皆ささささんんんんかかかからららら毎毎毎毎年年年年2222月月月月ににににいいいい

たたたただだだだくくくく賛賛賛賛助助助助会会会会費費費費でででで成成成成りりりり立立立立っっっってててていいいいまままますすすす。。。。地地地地域域域域福福福福祉祉祉祉をををを

増増増増進進進進すすすするるるるたたたためめめめ皆皆皆皆様様様様ののののごごごご協協協協力力力力をををを切切切切ににににおおおお願願願願いいいいししししまままますすすす。。。。

福福福福祉祉祉祉のののの広広広広場場場場

東東東東丘丘丘丘小小小小アアアアイイイイママママススススクククク体体体体験験験験
（Ｈ25.6.13）

前年度繰越金

助成金

HHHH22224444年年年年度度度度事事事事業業業業費費費費支支支支出出出出のののの内内内内訳訳訳訳（（（（1111,,,,555577772222,,,,444433332222円円円円））））

雑収入

賛助会費

還元金

事業費および

団体助成費

次年度繰越金

その他

会議・事務費

給食サービス

高齢者向事業

地域交流事業

広報・相談事業

その他
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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

民生・児童委員は法律にも

とづいて、厚生・労働大臣か

ら委嘱された特別職の地方公

務員です。ボランティアで給

与はありません。常に住民の

立場に立って相談に応じ、必

要な援助を行うものと規定さ

れています。相談者、支援者

の秘密は固く守るよう決めら

れています。地域に根ざした

存在として、住民からの信頼

を得て活動しています。

高齢者や介護の必要な人、

不安感を持っている人、失業、

生活に困っている人、このよ

うな方、またそのような人を

見かけた方は遠慮なく民生・

児童委員にご相談ください。

また、子どもの見守りなどの相談にも応じてい

ます。必要な機関と連絡して解決のお手伝いさせ

て頂きます。

民生・児童委員は個人を対象にするのに対して、

東町地域の福祉を考えるものとして校区福祉委員

会があります。校区福祉委員会は、新千里東町会

館で毎週火曜日午前中、「福祉なんでも相談窓口」

を開設し、民生・児童委員が皆様のお越しをお待

ちして、常時対応しております。

校区福祉委員会は、毎年２月に皆様から頂く賛

助会費を財源として活動しています。

二つの組織は互いに協力して東町住民の幸福の

増進に励んでいます。皆様のご協力、ご援助をお

願いします。

東東東東丘丘丘丘校校校校区区区区 民民民民生生生生・・・・児児児児童童童童委委委委員員員員（（（（平平平平成成成成22224444年年年年6666月月月月現現現現在在在在））））
委委委委員員員員名名名名 連連連連絡絡絡絡先先先先電電電電話話話話 担担担担当当当当区区区区域域域域

中村 章子 6831-4195 千里タワー・レジデンス・メゾン千里

宮本 智恵子 6832-8777 アーバンライフ・OPH・ガーデンヒルズ

中村 育子 6834-0913 都市機構C1～C10、C28：F1～３

◎吉山 妙子 6834-0822 都市機構C19～C106、C28：F８～11

稲岡 糸子 6833-7687 都市機構C20～C26、C28：F7

柿 桃 6871-7161 都市機構C27、C29、C30

中川 邦江 6834-7371 桜ヶ丘

北村 明子 6831-5566 ジオメゾン・シティハウス

湯川 純子 6833-0181

東町3-３仲奥 静枝 6831-6679

大和 律子 6833-9342

平野 勝昭 6833-6934
ローレルコート・近隣センター・
グランドメゾン・ステラハウス

○松本 直恵 0903617918 全区域

◎ 地区委員長 ○主任児童委員

民民民民生生生生・・・・児児児児童童童童委委委委員員員員のののの活活活活動動動動

脳脳脳脳梗梗梗梗塞塞塞塞；（脳内の血管がつまる）

◆しゃべりにくい ◆言葉が出にくい

◆手の物を落とす ◆手足が動きにくい

このような症状が見られたら至急病院へ

心心心心筋筋筋筋梗梗梗梗塞塞塞塞；（心臓の血管が詰まる）

◆胸を締め付けるような激痛が襲う

典型的でない場合は背中や胃のあたりが

痛むときや無症状の場合もある。

緊緊緊緊急急急急処処処処置置置置⇒⇒⇒⇒心心心心肺肺肺肺蘇蘇蘇蘇生生生生法法法法ととととAAAA EEEE DDDD

AAAAEEEEDDDDはははは本本本本誌誌誌誌77774444号号号号をををを参参参参照照照照ししししてててて下下下下ささささいいいい。。。。

狭狭狭狭心心心心症症症症；（心臓の血管が細くなる）

ニトログリセリンを飲むと痛みが治まる

毎月1回、70個以上の

お弁当が、ボランティ

アの手作りで用意され、民生委員によって見

守りを兼ね

て希望する

高齢者の元

に届けられ

ています。

別の日には

業者の用意

する弁当も

希望者に届

けられます。

手渡しは

孤立しがち

なひとり暮

らしの高齢

者の貴重なつながりの機会になっています。

知知知知っっっってててておおおおききききたたたたいいいい緊緊緊緊急急急急時時時時のののの介介介介護護護護 見見見見守守守守りりりり給給給給食食食食



 

 

 

 

 

 

 

 

１．理事会の運営について 

○ 2013 年度の理事会は、昨年度に引き続き、

毎月第 3日曜日 10時から 12時に開催しま

す。6月は、夏祭りについて検討するため、

2日に臨時の理事会を開きました。 

○ 事務局長に山田秀樹が選任されました。 

○ 理事会の 2週間前に、役員と事務局が会議

を持ち、理事会の案件などについて検討し

ます。 

 

２．部会の活動について 

○ 2013年度は、昨年度に引き続き、広報部会、

まちづくり計画策定部会、防災部会の 3部

会を設置します。各部会の部会長と主な活

動は下表のとおりです。 

 

３．夏祭りについて 

○ 今年の夏祭りは、8月 24日（土）に開催す

ることを決定しました。 

○ 夏祭り実行委員会は、実施本部を中心に、

会場設営、模擬店設営、イベント準備の 3

運営小委員会の体制で実施します。実行委

員長に小川さん、副実行委員長に赤井さん、

会計に濱中さんが選任されました。 

○ 夏祭りは、基本的に昨年度を踏襲する形で

実施します。具体的な計画については、各

運営小委員会で検討を進めます。 

 

４．地域活動の拠点「東町サロン」について 

○ 住民や団体の交流、活動の拠点となる「東

町サロン」の候補地として、東町近隣セン

ターの旧交番跡地、旧街角広場、東町会館

1 階会議室、2 階和室、東丘コミュニティ

ルームの 5か所の提案がありました。今後、

それぞれの長所・短所を考慮し、場所の選

定を行います。 

○ 東町サロンの設置に向けて取り組む実行部

隊を結成し、今年 10 月の運営開始を目標

に、検討を進めることになりました。 

 

５．その他 

○ あかしや橋下の車道とローレルコート前の

歩道との T字路で交通事故があったことか

ら、当面の措置として、カラーコーンとコ

ーンバーの設置を市に依頼しました。今後、

理事会で交通安全対策について検討します。 

○ 東丘小学校耐震化工事について、市と施工

業者から説明を受けました。工事期間は、

6月 22日～10月 31日。作業時間は、原則

として 8時～18時です（日曜・祝日は除く）。 

 

■2013年度の各部会の主な活動 

広報部会 

（部会長・赤井知之） 

・広報誌「ひがしおか」の協議会ページの記事作成。 

・協議会ホームページの更新、ホームページ講習会の実施。 

・掲示板の管理 

まちづくり計画策定部会 

（部会長・森健吾） 

・活動拠点「東町サロン」の設置に向けた検討。 

・東丘版コミュニティ・スクールの検討。 

・要介護高齢者施設の誘致活動。 

・東町の環境に関する課題解決に向けた検討。 

防災部会 

（部会長・山地光男） 

・防災マニュアル作り。 

・防災まちあるき、防災ラウンドテーブル、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！ 
５月～６月 
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地域自治協議会の新しい役員と活動・予算が決まりました 

～ 設立 2 年目となる今年は、活動内容をより充実 ～ 

5 月 19 日、新千里東町地域自治協議会の総会が開かれました。

2012 年度の事業と決算の報告、規約の改正、2013 年度役員の選任と

事業計画・予算について、承認されました。 

規約改正により、シティハウス千里中央とグランドメゾン千里中央が、代

議員及び理事の選出団体に追加。また、ジオメゾン新千里東町シニアク

ラブと東町３の３シニアクラブが、代議員の選出団体に追加されました。 

なお、協議会は、東町の住民すべてをメンバーとして、2012 年 4 月に

設立された団体です。東町全体にかかわることについて話し合い、決定

する役割を担っています。 

■2013 年度の協議会役員 

役職 名前（選出団体） 

会長 小川浩一（OPH） 

副会長 濱中ひとみ（アーバンライフ） 

森 健吾（ジオメゾン） 

赤井知之（ダディーズクラブ） 

会計 河野昭一（東町３―３） 

清水千緋（新聞委員会） 

監事 大路清嗣（アーバンライフ） 

上田 稔（桜ヶ丘） 

■協議会の主な事業の決算・予算と新年度事業内容（単位；円） 

事業名 2012 決算 2013 予算 主な財源 2013 年度の主な事業内容 

東町会館運営事業 915,444 1,256,000 会館使用料など 新千里東町会館の管理・運営。 

東丘小学校芝生化

事業 

101,035 130,000 PTA 等の協力金 

芝生募金など 

東丘小学校グラウンドの芝生

の維持管理。 

夏祭り盆踊り大会 1,487,669 1,355,000 自治会の協賛金 夏祭り盆踊り大会の実施。 

新春交歓会 207,850 157,000 参加費など 新春交歓会の実施。 

情報発信・共有事業 453,630 410,000 

自治会の負担金 

市補助金など 

広報誌やホームページでの情

報発信、掲示板の管理など。 

地域自治推進事業 25,874 1,509,000 「東町サロン」設置検討、要介

護高齢者施設の誘致活動など。 

防災事業 7,398 606,000 東町全体の防災マニュアルの

作成、防災訓練の実施など。 

東丘コミュニティ

ルーム運営事業 

77,371 85,000 東丘小学校内の東丘コミュニ

ティルームの管理・運営。 
 

 

写真スペース 

はじめまして。 

新会長の小川浩一です。 

３歳から暮らしている大好きな

東町。 

みなさんと一緒に、よりよい町

にしていきたいです。 

気軽に声を掛けて下さいね。 
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春春春春のののの講講講講座座座座「「「「かかかかんんんんたたたたんんんん！！！！献献献献立立立立てててて作作作作りりりり

のののの基基基基本本本本術術術術 」」」」 が開催されました。

（5月18日・25日 14時～16時） “食”につい

て力を入れている東丘公民分館が今回選んだテー

マは『かんたん！献立て作りの基本術』です。

講師はおなじみの食生活アドバイザーの稗田和

子さん。

広報とよなかを見て遠くから来られた方々も

おられ、30代から70代まで巾広い年齢のご参加。

日々のメニューを考える時に役立つ“ひえだ流

メニューの考え方”の表を使いながらの講座は、

1日目に調理することの基本の考え方。2日目は

簡単な栄養素の知識、良い素材選びをする為の

買い物のポイント、手早く料理する方法、ひと

つの素材を様々にアレンジしていく調理法を、

何品かのレシピ紹介も含め勉強しました。

更にお米、肉類、卵、牛乳、その他、主要食品

の表示の見方や、○○不使用、低○○、○○オ

フなどの意味、持ち帰り惣菜などを食べる際の

ちょっとした工夫、単身赴任の方が外食時にど

んなお店を選んだらよいかなど盛り沢山の内容。

試食も楽しみました。

自分や家族の健康を守ることのできる食（人

に良いと書く）を担当していることにプライド

と責任を持つことと、素材を選ぶ力を身につけ

て、調理を楽しむことが基本ということが実感

できた講座でした。

FM千里でも話題となりました。

5月30日（木）午後1時からの「SENRI・STREET」

「こんなの みぃつけた」コーナー

録音CDがあります。視聴希望の方は、分館役員

社社社社会会会会見見見見学学学学「「「「北北北北近近近近江江江江観観観観音音音音めめめめぐぐぐぐ

りりりりとととと木木木木之之之之本本本本散散散散策策策策」」」」

6月1日午前8時 45名の

参加者を乗せた分館社会見

学のバスが、東町を出発し

ました。

今回の見学先は、北近江

に数多くある観音めぐり。

地元の人たちが長い年月大

切に守ってきた観音さまで

す。 今回はその中の、己高

閣・世代閣、渡岸寺観音堂、唐喜山・赤後寺を

訪れ、戦国時代の浅井家の盛衰や戦火の中での

地元の人々の活躍ぶりを、その地で維持・保存

活動をされている地元の方々から直接聞くこと

ができました。

観音めぐりの後は、お楽しみの昼食。（ミニ

寿司懐石）そして、黒田長政ゆかりの木之本散

策。戦国博開催中の木之本交流館や木之本地蔵

院・「七本槍」の蔵元など旧北国街道沿いの古

い街並み、サラダパンなどの新しい名所を散策。

お土産もたくさん買い込みました。

昨年もお願いしたガイドの「はまちゃん」の

博識と自慢の歌や参加者のご協力の中、無事6時

前に東町に戻りました。

受講された方から、以下の感想が送られてきま

した。「あれから気をつけて野菜たっぷりの献

立を頑張っています。イライラしていた子供も

自分自身もイライラすることがなくなってきま

した。食ってすごいですね、がんばります。」

観観観観音音音音様様様様はははは撮撮撮撮影影影影禁禁禁禁止止止止

公公公公民民民民分分分分館館館館
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小学校の運動場の一部（1000㎡）は、一昨年の

夏、維持管理は地元が負担する条件のもと、大阪

府の芝生化推進事業の中で芝生化されました。維

持管理経費（年間 約20万円）は小学校PTA・地

元４団体の負担金や募金・アルミ缶回収・夏まつ

り露店の運営等で賄っています。（募金・アルミ

缶回収・昨年度は合計26,134円のご協力をいただ

きました。）

芝刈りや雑草取り・施肥などの維持作業は、月

２回（うち１回は東丘小学校を利用している体協

やPTA、残り1回は地域のアダプト活動の一環とし

て地元・PTAで）実施しています。「募金・アル

ミ缶回収」（募金箱は街角広場に・アルミ缶回収

拠点はコミュニティルーム入口西側に設置）、

「第4日曜日のアダプト活動時の維持作業」（9時

校庭に集合）へのご協力をよろしくお願いします。

詳しい経過は、東町ホームページの芝生化委

員会をご覧下さい。

http://lawn-higashioka.jimdo.com

5月26日（日）に東丘小

学校で、東丘ダディー

ズクラブ主催、東丘小P

TA・東丘こども教室共

催の「新入生歓迎焼肉

パーティー」

を行いました。

当日は天候

にも恵まれ、

絶好のパーティ

日和で、幼児

や保護者、先

生も含め約200

名の方々に参加していただきました。

まずはお肉が焼きあがるまでの間、体育館でゲー

ム大会。新しく入学した1年生から6年生までがチー

ムに分かれ、お互いに協力し合いながら、ゲーム

を楽しみました。そして、お父さんたちが大きな

鉄板で焼いた焼肉の出来上がり。芝生の上等でみ

んなが楽しく集まりながら、おいしく焼肉を食べ

ました。

食後もチームに分かれて、ポイントラリーゲー

ムを実施。的当てやなわとび、鉄棒など、グラン

ドや体育館を広く使い、みんな元気にゲームをす

ることができました。

当日は、先生方をはじめ、PTA役員や保護者等、

多くの方々にお手伝い頂きまして、本当にありが

とうございました。

芝生化委員会からのお知らせ
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子子子子どどどどもももも教教教教室室室室

こうやって
すれば簡単

丁
寧
に
ね
！

ワ～っ！

きれ～い

子ど
も達

の反

応が楽
しみ

５月最後の土曜日、コミュニティーに集まったのは、「光」

の正体を探しに来た、23名の小学生。ここは子どもたちの居場

所づくりを目的として、地域の大人と交流しながら、楽しく学

び、様々な体験をしている「子ども教室」。今回は、その取り

組みをささえている方々にスポットを当て訪ねてみました。

教える大人がイキイキ、新しい発見に子どもたちもイキイキ、

そんな子ども教室に元気をもらった取材でした。

「子どもは、きれいな物が好き」と、導入は虹の不思議な

話から。虹の色、並ぶ順番を色紙を使ってグループで予想

した後、分光シートで光を見てあちこちから歓声。白く見

える光は実は虹の色が集まっていることを体験、そして確

認。また、色シートを使って色の吸収、長いコイルを使っ

て光は波で伝わること等、難しいことも手を使い、目で見

て確認する子ども達。年齢の異なる一斉指導は難しいので

は?の問に、「それぞれの年齢にあった見方、考え方で参加

をしている」と江角先生。

その後、お母さん達がこの日のために準備した材料で虹

コップを作り、学んだ事を試しながらご満悦の子ども達。

先生が子どもの頃、地域の中で教わったと思われる「ああああ

だだだだききききみみみみああああああああむむむむ」という虹の色と順番を表わす呪文は、ふる

さととともに今も深く心に刻まれているとのこと。「子ど

も教室」への先生の熱い思いは、こんな

ことが原点かもしれない。

また、小学校で好きだった科学

が中学校で嫌になる原因の一つに

基礎学力（読み・書き・計算）が関係

しているという先生の言葉が印象

に残りました。

完
成
だ
よ
。

わくわくした気持ちで参加しています。

理科は楽しい、観察する力・考える力

を養えればと願いながら。

《子子子子どどどどもももも教教教教室室室室代代代代表表表表 赤赤赤赤井井井井》

地地地地域域域域・・・・PPPPTTTTAAAA・・・・学学学学生生生生ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアがががが仲仲仲仲良良良良くくくく

講師 江角 陸 先生（元府立高校教諭）

きれいだけなら、眺めた

だけ。どんな色?どんな順

番と考えながら見ること

が、見見見見るるるるということだよ。

PTA
新
役
員
の
皆
さ
ん
、

準
備
初
体
験
に

「緊

張
す
る
ね
え
」

この他にも色んな教室

があり、ＰＴＡと連携

して子ども達と共に楽

しみながら活動してい

ます。

スタッフいつでも募集

中です

《子子子子どどどどもももも教教教教室室室室ススススタタタタッッッッフフフフ一一一一同同同同》

子ども達がテーマの

原理を知った時の満足

な顔 は今後の興味に繋

がっています。地域の

皆様のサポートありが

とうございます。

《ＰＰＰＰＴＴＴＴＡＡＡＡ地地地地域域域域ふふふふれれれれああああいいいい部部部部》
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週一回の夜警時、拍子木を打つことになった。音を聞いて

「気をつけよ！」と思っていただきたいとの思いから。一日目、
いいタイミングで「火の用～心！」と遠くからかわいい合いの

手、早速の反応に自然に足取りも軽やかに。「ありがとう！」

犯人は、市役所や社会保険事務所の職員をかたり、医療費や税金等の還付金を名目に、男女を問

わず60歳以上の方を中心に、現金をだまし取っています。

★犯人は、市役所、

社会保険事務所、社会保険庁

を名乗ります。
[社会保険事務所（庁）は、すでに廃止

され、現在は、年金事務所「日本年

金機構」に変更されています]

★犯人は、ATM機で還付金を受

け取るよう指示します。
[ATM機で還付金を受け取ることは絶対に
ありません]

5月に開催された総会では、

60名の防犯委員の方々とともに、今年度も「安心・

安全東町」を目指して「気楽に、気長に、無理を

せず」左記の主な事業に取り組んでいくことを確

認しあいました。

地域からの委員さんには、今年度からタスキを

お渡ししています。緑の防犯タスキが街中でたく

さん見られることは、防犯意識の高い地域の証明

です。「私たちの町は私たちで守りましょう」

《《《《平平平平成成成成22225555年年年年度度度度防防防防犯犯犯犯東東東東丘丘丘丘支支支支部部部部主主主主なななな年年年年間間間間事事事事業業業業》》》》
7月末～8月・・ 夏の合同パトロール

8月24日・・・・ 夏祭り警備

9月14日・・・・ 敬老の集い警備

10月 ・・・・・ 地域安全大会

11月9,10日・・・文化祭警備

12月・・・・・・千里ふれあいフェスタ警備

歳末合同パトロール

《年間事業》

◆児童見守り ◆夜警 ◆青色パトロール

★犯人は、「還付期限が迫っ

ている」と言い、あなたに考え

る時間を与えません。

★犯人は、ATM機の操作方法を

電話で伝えます。

◆
守
ろ
う
よ

子
ど
も
と
安
全

ま
ち
ぐ
る

◆先日、あかしや橋下の道路を自転車で横切ろうと

した小学生と車の接触事故がありました。最近、近

道をしようと横切る人が増えているようですが、横

断歩道ではありません。ただ今、横断禁止のコーン

を設置中です。ご協力をお願いいたします。

◆5月末、東町2-5付近で「いいものあるよ、ついて

おいで」と不審な男の声かけ事案発生。

知知知知ららららなななないいいい人人人人ににににははははつつつついいいいてててていいいいかかかかなななないいいい。。。。

横横横横断断断断禁禁禁禁止止止止ココココーーーーンンンン設設設設置置置置中中中中

事故発生のあかしや橋下道路

防防防防 犯犯犯犯
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地地地地

域域域域

自自自自

治治治治

第第第第3333回回回回理理理理事事事事会会会会
7月21日（日）

午前10時～12時30分
東町会館

会議は全て公開が原則、協議会メンバー

（東町の住民）は会議を傍聴出来ます

第第第第4444回回回回理理理理事事事事会会会会
8月18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

環環環環境境境境観観観観察察察察

ままままちちちち歩歩歩歩きききき

7月15日（月・祭日）

集合：午前9時 東町会館
東町会館

主催：まちづくり計画策定部会

10時～東町会館：詳細・9Pに掲載

夏夏夏夏祭祭祭祭りりりり
盆盆盆盆踊踊踊踊りりりり大大大大会会会会

8月24日（土）雨天順延

午後4時30分～9時30分

東丘

小学校

午後3時～東町パレード予定

夏祭り、東町は帰省家族の古里に

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

7月16日

8月20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

7月2日

8月6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

7月2,9,16,23,30日

8月6,13,20,27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

防防防防
犯犯犯犯

夏夏夏夏のののの

合合合合同同同同パパパパトトトトロロロローーーールルルル

7月26日（金）

8月2日（金） 9日（金）

集合：午後7時50分 親子での参加大歓迎

場所：新千里東郵便局並びの元交番前

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

7月3日 17日

8月は夏休み

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

7月13日「紙漉き（透かし模様の入っ

た葉書を」作ろう） 8月は夏休み

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
※金曜日に変更

※午後1時30分～

7月26日「今年も飛ばそう水ロケット」

8月は夏休み

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～

7月10日グリーンマップを完成しよう

8月は夏休み

土土土土とととと親親親親ししししむむむむ
第４水曜日時間変更

※午後1時30分～

7月24日「畑で育てたタデアイの葉を

使って染色しよう」 8月は夏休み

カカカカレレレレーーーーパパパパーーーーテテテティィィィ

iiiinnnn東東東東丘丘丘丘

7月27日（土）～28日（日）

別途ご案内します。申し込みが必要です。

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

お盆休み8月12日～17日 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。

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

7月10日(水)26日(金) 8月23日(金）

※8月7日第１水曜日介護保険についての話

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

7月28日(日)

8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７７７７月月月月・・・・８８８８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

東丘新聞委員会ではこの度、宝

くじの受託事業である、豊中市コ

ミュニティ助成事業より助成金の

交付を受けました。この助成金に

より、念願のカラー印刷機（2色

刷）と会議机、椅子を購入するこ

とができました。新聞「ひがしお

か」は東町のミニ・コミ紙として

「ていねいな情報発信で知りたい

情報がすぐに伝わるまちづくり」

をビジョンに努力を重ねて参りま

す。また、これらの備品は広く東

町の住民の方々に利用してもらう

ことができます。マンションの管

理組合、自治会、東町で活動する

団体の皆様、どうぞ、印刷のご用

がありましたら、東丘新聞委員会

に連絡ください。

1000枚以上の大量印刷は新聞委

員会の印刷機をご使用下さい。

（赤×黒の２色印刷もできます）

�大量印刷の新たな価格設定

A３ 片面印刷

１枚４円 両面印刷７円

A４ 片面印刷

１枚３円 両面印刷５円

A３で印刷してA４に裁断すれば

A４ 片面印刷１枚２円

両面印刷 3.5円
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