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福祉の広場 敬老の集い；9月14日（土）
東丘小学校体育館にて 午後12時45分より開催

豊中市から案内状を受け取った方（当校区に

住民票がある65歳以上の方、今年は合計2,543

人）は東丘小学校体育館にご来場下さい。

地域につながる人が、皆さんを歓迎します。

初めての方は、地域の中に新しい楽しい仲間が

出来るでしょう。その仲間は皆さんがこれまで

の職場を離れたあとも、これからの永い人生を

地域で共にする人達です。

一般の方（若い方）の参加は大歓迎です。

八千代クラブは東町のひとり暮らし老人会と

して、昭和62年7

月28日、東丘福祉

委員会の協力で出

来ました。今年で2

5年になり、記念会

を開きました。現

在会員は67名です。

会長の苅野耕蔵さ

んは、平成7年から

会長を務められ、豊中市にある一人暮らし老人

会37会の連絡会長も務めておられます。一人で

生活しているお年寄りは、もし病気になったら？、

大きな災害がおこったら？と、いつも不安を抱

えています。 孤独感の解消、心の支え、地域

との繋がりを得るために、この会が作られまし

た。一人暮らしで未加入の皆様、是非この会の

門を叩いて下さい。

毎月第一火曜日、午後1時から 東町会館2階

でサロンを開いています。自由に参加できます。

連絡先 苅野 電話 ６８３２－３１６１

大雨にたたられた今年の夏祭りでしたが、主催

者のご厚意で、体育館内に好適な売り場スペー

スを用意頂き、皆さんに楽しんで頂きました。

今年から古書を提供頂く団地がさらに２つ増え、

沢山の本を集めることが出来ました。大人向け

の本30円、子ども向け本10円で、総額36,810円

の売り上げでした。収入額は、校区福祉委員会、

人権協議会の活動に活用させて頂きます。

ひとり暮らし老人の会

八八八八千千千千代代代代ククククララララブブブブ 22225555周周周周年年年年記記記記念念念念

夏夏夏夏祭祭祭祭りりりり（（（（8888月月月月22224444日日日日））））ーーーー 古古古古本本本本市市市市

ごごごご協協協協力力力力頂頂頂頂きききき有有有有難難難難ううううごごごござざざざいいいいままままししししたたたた

今年も手作りの

そうめんとちらし

寿司が用意され、

楽しい会話と共に

楽しいひとときを

過ごしました。夏

の暑い日でしたが、エアコンの効いた東町会館で

の、快適なクールシェアでした。民生委員と福祉

ボランティアは例年夏にひとり暮らし高齢者や調

理困難な方に食事会を開催しています。

夏の“そうめん”食事会 7月28日

ププププロロロロググググララララムムムム（（（（予予予予定定定定））））

* ブブブブララララススススババババンンンンドドドド：第八中学校吹奏楽部

* 開開開開会会会会メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ：米寿のお祝い

＊ 合合合合唱唱唱唱：東丘小学校一年生

＊ ババババトトトトンンンン：東丘小学校ダンスバトンクラブ

＊ 皆皆皆皆ささささんんんんごごごご一一一一緒緒緒緒にににに：ガールスカウト

＊ ウウウウククククレレレレレレレレ・・・・フフフフララララダダダダンンンンスススス：ウクレレハーモニー

＊ みみみみんんんんななななにににに聞聞聞聞いいいいててててみみみみよよよようううう：司会者

＊ エエエエイイイイササササーーーーととととソソソソーーーーラララランンンン：東（あがり）会

＊ リリリリココココーーーーダダダダーーーー合合合合奏奏奏奏：東丘小学校先生がた

＊ 和和和和太太太太鼓鼓鼓鼓：和太鼓八鼓

司会は稗田和子さん（ガーデンヒルズ）が

担当されます。

◎今年も会場内は「地域ふれあいテーブル方式」

で設営します。ご参加の高齢者はご家族・友

人と同じテーブルを囲んでお座り下さい。

◎今年も西門を利用できます。道路のガーデン

ヒルズ側指定の場所から、安全を確認して道

路を横断して下さい。該当道路を通行する車

には注意要請の掲示をします。

◎子供さん同伴、ベビーカー使用の方は、安全

のため、あかしや橋、またはもみじ橋経由の

通学路にお回りください。

◎車いすでご来場希望の方は、予め福祉委員

にお伝え下さい。お迎えに参上します。

◎記念品交換のみの場合を含め、車でのご来場

はご遠慮下さい。
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――――東東東東町町町町老老老老人人人人ククククララララブブブブ連連連連絡絡絡絡会会会会――――
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「「「「永永永永寿寿寿寿園園園園ととととよよよよななななかかかか」」」」をををを見見見見学学学学

この４月に新しく新千里南町３丁目に開設され

た豊中市立養護老人ホームと特別養護老人ホーム

「永寿園とよなか」を６つの老人

クラブからなる東町老人クラ

ブ連絡会の代表者７名が見

学しました。

この施設の運営は大阪府

社会福祉事業団が行っており、

竹林や樹木が生い茂る静かな環

境の中に立派な４階建ての施設が出来

ていました。もともと豊中市と箕面市共同施設と

して運営されていたものが、都合により解散とな

り、豊中市新千里南町に新設されたものです。

施設の内部は、大きく二つに分かれており、①

養護老人ホームは、家庭の経済的な事情や家族の

手助けが期待できない高齢者向けの施設です。②

もう一つは特別養護老人ホームで、介護保険法に

基づき介護が必要で介護度が高い人（要介護4～5

の人）を対象としており、地域密着型なの

で、入所は豊中市民であることが条件

になっています。定員は29名で、現

在のところ待機者は100名だそうです。

入所経費は食事を含め月、13～14万

円程度です。ショートステイは11名ほ

ど受け入れています。

東町にもこのような介護施設を誘致すべく東

町地域自治協議会を通して豊中市などへ要望をし

ているところですので、今回の施設見学は非常に

参考となりました。 清水博文

7月27日(土)28日(日)、東丘小学校で「宿泊カレー

パーティー＋サマー

スクール」が開催

されました。「宿

泊カレーパーティー」

は、東丘ダディー

ズクラブを中心に、

毎年、夏休みのイベントとして実施。今年も約13

0名の子供達が集まり、小学校の校庭にテントを

張りキャンプをしながら、カレーを食べたり、ゲー

ムやプールで遊んだり、キャンプファイヤーをす

る等、楽しいイベントがいっぱいでした。今年は、

例年のプログラムに加え、東町に住む高校生が提

案した「サマースクール」(5,6年生対

象)を新たに実施。子供達とシニアの

方々がゲームや会話を通じて、お互いを理解し、

コミュニケーションを深めていく世代間交流の場

を持ちました。例えば、マシュマロとスパゲティ

を使いどれだけ高い建造物が作れるか、といった

ゲームを、シニアの方々のアドバイスをもらいな

がら、子供達が協力して組み立てていく。また、

シニアの方々の職業経験や人生体験を子供達に語

り、普段では得られない貴重な体験になったこと

と思います。今回も、学校の先生やPTA、地域の

方々の他、「サマースクール」でご参加頂いたシ

ニアの方、高校生、中学生等、多くの方々にご協

力いただき、無事開催することができました。本

当にありがとうございました。

理理理理科科科科実実実実験験験験教教教教室室室室

「「「「紙紙紙紙漉漉漉漉きききき」」」」

＃月＃日 紙は植物の繊維を絡ませ、

乾燥させたものです。どのような植

物の繊維でも紙は出来ますが、短い

繊維では弱く破れやすいので、丈夫

な紙は長い繊維の植物から作ります。

教室ではいろんな紙からの再生もし

てみました。

ちょっときどっ

て押し葉を飾

りにした葉書

が出来ました。

秋秋秋秋のののの講講講講座座座座 健健健健康康康康呼呼呼呼吸吸吸吸法法法法

吸うことを重視した腹式

呼吸で体質改善 痩せる力

が目覚めます。

◆講師：押切優子さん

（NPO法人国民健康 呼 吸協会）健康呼吸指導員

◆開催日：10月12日（土）19日（土）26日（土）

◆時間 ：午前10時～12時 ◆費用 ：無料

◆場所 ：東丘小学校多目的教室(コミュニティルーム隣)

◆準備物：・敷物又はバスタオルと体にかけるバスタオル

・楽な服装

受受受受付付付付：9月28日(土)午前10時

場所：コミュニティルームＡ

（東丘小学校内）

10時時点で、講座定員（20名）

を超す申し込みがあった場合

には抽選になります。

宿宿宿宿泊泊泊泊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ーーーー＋＋＋＋ササササママママーーーーススススククククーーーールルルルiiiinnnn東東東東丘丘丘丘

こども教室 公公公公民民民民分分分分館館館館
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「千里キャンドルロード」は、2012年11月、千

里ニュータウンまちびらき50年事業として開催

された光のアートイベントです。約800名のボラ

ンティアによって、千里ニュータウンの人口と

同じ9万個のキャンドルが灯され、会場の南千里

公園を訪れた約1万5千人の人々が幻想的な世界

を楽しみ、大成功をおさめました。

ここで生まれた貴重なつながりを絶やすこと

なく、未来へ向かってさらにコミュニティの輪

を広げ育んでいく機会として、今年も「千里キャ

ンドルロード」が開催されることになり、その

第一歩として、今年の会場がわが町の千里中央

公園に決定しました。

「「「「ああああのののの感感感感動動動動ををををももももうううう一一一一度度度度わわわわがががが東東東東町町町町でででで！！！！」」」」

東町の力を結集して「キャンドルロード2013」

をみんなで楽しみ、成功させましょう。

《日時》2013年11月9日（土）

夕方から点灯開始（雨天中止）

《場所》こぼれび通り～千里中央公園南側

《《《《主主主主催催催催》》》》千千千千里里里里市市市市民民民民フフフフォォォォーーーーララララムムムム《《《《後後後後援援援援》》》》吹吹吹吹田田田田市市市市・・・・豊豊豊豊中中中中市市市市千千千千里里里里ニニニニュュュューーーータタタタウウウウンンンン連連連連絡絡絡絡会会会会議議議議

415個のお絵かき！
ありがとう！

紙コップに絵や思いを

描きましょう！

◆街角広場にて受付中

ボランティアで参加しましょう！

◆キャンドル準備～・会場設営・キャンドル並べなど

◆キャンドルの点火・消火・警備 ◆片付け など

◆1コーナーを自分達でデザイン

・サークルなどでコーナーを担

当して参加すれば楽しさ倍増！

その２

スポンサーで参加しましょう！

◆ワンコインスポンサー（お問い合わせ 街角広場）

その３

み
ん
な
の
描
い
た
コ

ッ
プ
は

ど
ん
な
灯
り
に
な
る
か
な
？

探
し
に
来
て
ね
。

キャンドルロードを楽しむために・・私たちにできることは？

その１

ローソク入れ
たらどんなに
なるのかなあ

東町夏祭りでコップにお絵かき

「キャンドル」コーナーで、紙コッ

プにお絵かきでの参加を呼びかけ

ました。415人の方が、それぞ

れの思いをコップに描いて参加。

ワンコインスポンサーとして

2人1000円、募金も3,511円

集まりました！

嬉しいスタートです。





 

 

 

 

 

 

 

１．新設団体の代議員・理事が選任 

○ 2013 年度に新設された、シティハウス千

里中央、グランドメゾン千里中央東丘に

おいて、代議員と理事が選任され、7 月

から理事会に出席しています。 

○ このほか、ジオメゾン新千里東町シニア

クラブ、東町 3－3シニアクラブが新たに

結成され、代議員が選任されています。 

 

２．地域活動の拠点「東町交流室」について 

○ 住民や団体の交流、活動の拠点となる「東

町交流室」（「東町サロン」を改称）の設

置について、まちづくり計画策定部会が

中心となって検討しています。 

○ その機能や運営体制の概要（案）は下記

のとおりです。 

○ 場所（交番跡）の改装費用はできるだけ

圧縮し、協議会の今年度予算の支出費目

を一部変更して賄います。 

 

■東町交流室の概要（案） 

場  所 東町近隣センター内 

（旧交番跡を改装） 

機  能 交流、情報発信、相談・コー

ディネート、各種団体の事務

所、担い手発掘。 

開館時間 火曜・水曜・金曜・土曜・日

曜・祝日 

10 時? 12 時、14 時? 16 時 

休  館 月曜（祝日の場合は火曜）、 

木曜、年末年始、お盆 

運営体制 有償スタッフと協議会事務局

メンバーが数名常駐。 

 

 

 

３．環境整備に関する課題への対応について 

○ 7 月 15 日に実施した「環境まちあるき」

により、もみじ橋通りの雑木林の整備、

あかしや橋下の道路安全対策などの課題

があることを確認しました。 

○ これらの課題について、9 月 8 日（日）

に公開説明会を開催します。また、各自

治会から意見を収集し、その結果を参考

に、9 月の理事会で今後の対応策を決定

します。 

 

４．環境整備運営委員会を新たに設置 

○ 「環境まちあるき」で確認した課題など

に取り組んでいくため、まちづくり計画

策定部会から環境に関する業務を担う実

行部隊を独立させて、「環境整備運営委員

会」を設置します。 

○ 主な役割は、東町の生活環境や自然環境

の変化を調査把握、対策案の策定、住民

の意見の集約、市の環境担当部門との連

絡調整など。将来的に、アダプトロード

清掃活動の窓口となることについても検

討します。 

○ 委員会のメンバーは、東町全体を 4 ブロ

ックに分けて各ブロックから募るほか、

公募もします。 

 

５．その他 

○ 夏祭りのチラシ、イベント計画、会場配

置図等について、夏祭り実行委員会の提

案に沿って進めることを確認しました。 

○ 東丘小学校の冷房設備設置工事について、

市と施工業者から説明を受けました。工

事期間は、8 月 26 日から来年 2 月 28 日

まで。時間は、原則として 8時から 18 時

までで、日曜・祝日は休みです。 

 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://higashimachi.jimdo.com/ 

地域自治協議会 

理事会 NEWS！ 
７月～８月 
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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

まち歩き・環境整備

新千里東町は、歩車分離のコンセプトのもと区

画整備され、自然公園に囲まれた美しい町です。

しかしながら、生活環境、自然環境は日々変化し

ており、長期にわたって美しく、安全な町を維持

するためには様々な課題があります。

地域自治協議会は、8月18日（日）の理事会に

おいて、これらの様々な課題を継続的に解決して

いくために、環境整備運営委員会の設置を正式に

決定しました。

本委員会は、環境観察まちあるき等の企画を通

じ、東町の生活環境、自然環境の変化を調査把握

し、分析・対策案の作成を行い、地域住民の意見

を集約していく活動を行います。

また、その結果をもとに市の環境担当部門（道路、

公園等）と意思疎通を図り、環境整備課題の実現

を目指します。

環環環環境境境境整整整整備備備備運運運運営営営営委委委委員員員員会会会会のののの設設設設置置置置ににににつつつついいいいてててて

①①①①ももももみみみみじじじじ橋橋橋橋通通通通りりりりのののの雑雑雑雑木木木木林林林林ににににつつつついいいいてててて

雑木林の適切な維持管理のために、行政および

専門家の指導のもと竹の伐採、樹木の剪定、下草

の除去を行います。

また、定期的にも

みじ橋通り雑木林

の維持管理が進め

られるよう規定す

ることを検討しま

す。

②②②②ああああかかかかししししやややや橋橋橋橋下下下下のののの交交交交通通通通ににににつつつついいいいてててて

7月にあった自転車の車道飛び出しによる事故

の再発防止のため、飛び出し防止柵の設営、片側

または両側のあしあとマークの除去、道路脇縁石

の原状復帰 (現在削られた状態) を検討します。

③③③③ててててにににによよよよここここ広広広広場場場場ののののフフフフェェェェンンンンススススににににつつつついいいいてててて

公園の老朽化に伴い、フェンスを改修するよう

豊中市公園みどり推進課と連携して進めます。

④④④④長長長長谷谷谷谷池池池池のののの藻藻藻藻のののの清清清清掃掃掃掃ににににつつつついいいいてててて

2014年2月に、長谷池の藻の清掃を実施するよ

う計画します。

環境整備運営委員会は8月度の環境改善議案として、以下の4つ

の議案を提示しています。
8888月月月月度度度度議議議議案案案案のののの概概概概要要要要ににににつつつついいいいてててて

《《《《日日日日時時時時》》》》9999月月月月8888日日日日((((日日日日)))) 11114444::::00000000

《《《《場場場場所所所所》》》》東東東東町町町町会会会会館館館館 2222 階階階階ににににてててて

《内容》8月度議案の公開説明会を開催します。

この説明会では、東町住民の意見を集め、協

議会で市の担当部局への働きかけをする内容

の説明です。

奮ってご参加くださいますようお願いします。

公公公公開開開開説説説説明明明明会会会会のののの開開開開催催催催

《《《《第第第第一一一一回回回回委委委委員員員員会会会会日日日日程程程程》》》》

9999月月月月8888日日日日（（（（日日日日））））11114444：：：：00000000～～～～

《《《《場場場場所所所所》》》》 東東東東町町町町会会会会館館館館2222階階階階

☆本委員会は、東町の環境改善のため委員と

して活動していただける方を募集しています。

是非ともご参加いただき、お気づきの点やご

意見をお聞かせください。

環環環環境境境境整整整整備備備備運運運運営営営営委委委委員員員員会会会会のののの活活活活動動動動開開開開始始始始

8月度議案は、本会合および東町各自治会および団体を経由して住民意見の集約を行った上で、

9月15日(日) の東町地域自治協議会理事会にて採決します。承認された場合は、市の担当部門およ

び専門家と連携し、迅速に問題解決が進められるようすみやかに実行段階に移します。
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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

東町の活動拠点（仮称：東町交流室）の計画概要

現在、東町には住民が気軽に立ち寄ることが

できて、まちの情報を得たり、相談をしたりといっ

た受発信をするための拠点はありません。

まちの情報や知恵が集まり、住民交流が育まれ

る拠点を、生活の拠点に隣接した場所に設けるこ

とで、暮らしに関わる情報の受発信、多種多様な

住民の交流ができるなどの効果が期待できます。

地域自治協議会は、設立当初より「住民の、住

民による、住民のための組織」を掲げており、住

民の皆様との接点を増やしていくことは活動内容

の質を向上するため極めて重要事項と考えます。

この東町サロン構想のうち、その中心的な位置づ

けとして東町交流室を開設します。

近隣センターの旧交番跡地を改修した後、10 月

に拠点として開設、運営開始できるよう計画を進

めています。

「「「「東東東東町町町町ササササロロロロンンンン」」」」構構構構想想想想にににに付付付付いいいいてててて

東町交流室は、地域活動の支援機能を発揮す

るために5つの機能を有します。

① 交流機能：集う：交わる：知り合うところ

② 情報発信機能：知らせ：集め：わかると

ころ

③ 相談：コーディネート機能：助言する：つな

げるところ

④ 事務所機能：各種団体の事務所とすることが

できる：作業のできるところ

⑤ 担い手発掘機能：新たな出会い：新たな発見

から：新たな人財が発掘されるところ

１．事務局業務の補助

①協議会書類整理 ②保管

③掲示・閲覧物の整理

④印刷機業務・会計処理

２．事務局スタッフとしての補助

①局長、スタッフ依頼事項の補助

②事務所管理

（鍵の保管、室内清掃・トイレ清掃）

３．部会・委員会事務局補助

４．団体の事務所としての場所提供

１．配布用ボックス（団体からの配布書類）

整理…引取り遅れの連絡など

２．協議会参加団体の交流

１．理事・代議員メンバー団体の広報掲示…

問合せ対応

２．住民からの質問・要望などの対応

開館日 : 毎週火、水、金、土、日曜、祭日

休館日 : 毎週、月曜日（祭日扱いの日は火曜日）

木曜日、年末年始、盆休み

開館時間：午前10時～12時 午後2時～4時

有償スタッフ数名と事務局メンバーが交代で

勤務します。 有償スタッフには、些少の謝礼

を準備します。

事事事事務務務務所所所所機機機機能能能能にににに伴伴伴伴うううう業業業業務務務務

交交交交流流流流機機機機能能能能にににに伴伴伴伴うううう業業業業務務務務

東町交流室

相相相相談談談談、、、、ココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーートトトト機機機機能能能能にににに伴伴伴伴うううう機機機機能能能能

開開開開 館館館館

東町交流室には、住民がいつでも気軽に立

ち寄れるようにスタッフを常置します。

スタッフの勤務内容は、東町交流室の事務

所機能、交流機能、相談・コーディネート機

能を運営するための様々な業務となります。

スタッフとしてお手伝い頂ける方のご応募を

お待ちしております。

ススススタタタタッッッッフフフフ募募募募集集集集

勤勤勤勤 務務務務
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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

雨で急きょ体育館での夏祭り。狭い場所での混雑が心配でし

たが、何事もなく無事に終了。今年は初めて防犯委員さんによ
るパトロールも加わり、心強い警備となりました。

ご協力ありがとうございました。

今年も防犯委員を中心に、夏の合同パトロー

ルが実施されました。3グループに分かれ、拍子

木と掛け声で街中をパトロール。今年は自主参

加の方や子どもたちの参加も増え、暑さを吹っ

飛ばす元気な声に、窓からの声援もあり、心温

まる嬉しい一瞬でした。

最後の日の交流会では、予想を超える参加者

に役員たちは嬉しい悲鳴。冷たいわらび餅は、

会の雰囲気を和ませてくれました。

東丘小の小西教頭先生からは「地域がまとまっ

ており、子どもたちにとってもいい環境の東町」

とお言葉をいただき、地域の安全は地域でとの

思いを新たにする交流会となりました。

子ども達も参加して和やかな交流会

←千里中央交番の前で

「いつもありがとうございます」

子どもたちも元気に

2学期より見守り隊の旗が
新しくなります。

ピンク地色の中に豊中

市のマーク、

「まちかねワニさん」

ランドセルを背負って

旗デビュー。

見見見見守守守守りりりり隊隊隊隊ささささんんんん、、、、募募募募集集集集中中中中！！！！

月・水・金の下校時

タスキをかけた見守り

隊にお問い合わせを。

《大阪重点目標》

○交差点における交通事故防止

7月15日午後8時30分頃、新千里南町の信号交差点

で、歩行中の高齢者の方と自動車の交通死亡事故

が発生しました。

◆道路に出る時、必ず安全確認をしましょう。

◆道路を渡る時、信号は必ず守りましょう。

秋の全国交通安全運動 9/21～9/30

高齢者の交通死亡事故発生！

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
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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

環環環環境境境境整整整整備備備備

公公公公開開開開説説説説明明明明会会会会

9月8日（日）

午後2時～4時30分
東町会館

主催：環境整備運営委員会

詳細9ｐ「まち歩き・環境整備」に掲載

第第第第5555回回回回理理理理事事事事会会会会
9月15日（日）

午前10時～12時30分
東町会館

環境整備運営委員長の選任と承認

東町交流室運営委員会の発足

第第第第6666回回回回理理理理事事事事会会会会
10月20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

9月17日

10月15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

9月3日

10月1日
東町会館

参加費

100円

老若男女どなたでも参加い

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

9月3,10,17,24,日

10月1,8,15,22,29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

敬敬敬敬老老老老のののの集集集集いいいい
9月14日（土）

午後12時45分開演

東丘小学校

体育館

会場は「地域ふれあいテーブル」詳細２ページ

車いすでご来場の方は福祉委員にお伝え下さい

分分分分
館館館館

東東東東丘丘丘丘ふふふふれれれれああああいいいい

運運運運動動動動会会会会

10月6日（日）

午前9時～午後5時30分

東丘小学校運動場

（雨天：体育館で実施）

幼児から高齢者までどなたでも

参加。ビンゴゲームも有り

学学学学
校校校校

東東東東丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校
除除除除草草草草作作作作業業業業

9月9日（月）

午前8時30分～9時30分

集合：東丘小学校

（雨天：翌日に延期）

児童がする除草作業の応援

軍手、タオル、草刈り道具

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

9月4日 18日

10月2日 16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
9月第３土曜日21日午前10時～ あ！と驚くサソリの標本

10月第２土曜日12日午前10時～ 火を噴くロケットを作る

科科科科学学学学でででで遊遊遊遊ぼぼぼぼうううう
9月第２土曜日14日午前10時～ 紫外線感知エノグの絵

10月第４土曜日26日午前10時～ 用具を自在に使う工作

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～

9月11日

10月 9日

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～

9月25日「秋の畑の準備を始めよう」

10月23日

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

第５水曜日

10月30日午後3時～

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

11112222周周周周年年年年記記記記念念念念

10月13日（日）

午前11時～3時頃まで

近隣センター北東

（東屋）周辺広場

楽しいイベントを計画中です

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

9月11日(水) 27日(金)

10月 9日(水） 25日(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

9月22日(日)

10月27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９９９９月月月月・・・・１１１１００００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

}グリーンマップを作ろう

11111111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予予予予告告告告

公公公公民民民民分分分分館館館館・・・・文文文文化化化化祭祭祭祭 東丘小学校体育館

11月16日（土）午後2時～5時

17日（日）午前10時～午後3時

別途案内：作品展示の準備をよろしく

アアアアソソソソカカカカ幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園・ババババザザザザーーーー＆＆＆＆アアアアソソソソカカカカ祭祭祭祭りりりり

11111111月月月月2222日日日日（（（（土土土土））））午午午午前前前前11110000時時時時～～～～11112222時時時時44445555分分分分＜＜＜＜雨雨雨雨天天天天決決決決行行行行＞＞＞＞

南門より入場・スリッパ・靴袋をご用意下さい

バザー会場：講堂
9時45分より整理券配布

アソカ祭り会場
教室・講堂・庭園


