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自治協議会・公民分館

新千里東町

校区福祉・防犯東丘
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私たちの 私たちによる 私たちのための
地域自治の拠点・新千里東町交流室
10月15日いよいよオープン！！
愛 称 募 集
まちの皆様から愛される拠り所となるよう交流室の愛
称を募集します。親しみやすい愛称を寄せて下さい
応募受付：東町交流室投書箱

東町地域自治協議会会長の小川浩一です。
このたび近隣センター・旧交番跡に「東町
交流室」がオープンしました。地域の人が
集い、交わり、知り合う場所。地域のみな
さんからのご意見、ご要望を集める場所。
地域のみなさんが必要とする情報を発信す
る場所です。東町の事は東町の住民自身で
考え、私達自身が行動し、皆でよりよい町
にしていきましょう。いつでも気軽にお立

✦

ち寄り下さいね。

開館
時間

火・水・金・土・日曜日・祝日
午前10時～12時 午後2時～4時

休館

月・木曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始・お盆

業務内容
地域自治協議会参加団体同士の交流・情報発信・広
報掲示・団体からの配布書類の整理・問合せ対応・
住民からの意見・質問・要望等の受理と対応

✦

✦

✦

事務機能
記録文書、広報原稿等の作成・整理・保管・管理
文書等の受付・郵送・ポスティング・掲示・閲覧
印刷業務
印刷依頼の受け付け・印刷・印刷機の利用（有料）
事務所機能
諸団体の事務所・会議等の場所の提供と支援
住所：豊中市新千里東町３丁目６番－１１７号
電話：FAX：0 6 - 6 8 3 4 - 2 9 9 9
E-mail： 11月中に設定

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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東丘校区敬老の集い 東丘小学校体育館
2013年9月14日（土）

東丘小1年生の唱歌

ウクレレ・フラダンス

和太鼓「八鼓」の熱演

東丘校区に居住する65歳以上の約2500人のうち、
1002人の方が参加されました。今年米寿を迎えられた
1４人のうち男性6人女性1人の方が出席して、皆さんの

ルスカウト、民生委員など100人以上のボランティアに
ご協力頂きました。八中ブラスバンドで幕が開き、東（あ
がり）会、和太鼓八鼓で盛り上げました。休日にもかかわ

お祝いを受けました。

らず全員で出演頂いた小学校の先生方をはじめ、熱演

会場の設営、集いの会の運営は、例年のように、東丘
小学校、校区の諸団体、各自治会、ＰＴＡ、ボーイ・ガー

頂いた出演者の方々にお礼申し上げます。
稗田和子さんの落ち着いた司会ぶりも好評でした。

校区福祉委員会をご存じですか？
校区福祉委員会は、この5月東町各自治会か
ら新たに参加した校区福祉委員にアンケートを
お願いしました。最終的なまとめはまだですが、

ボランティア；いま私たちに出来ること
講師 豊中市社会福祉協議会 吉田和光さん
10月23日 福祉委員会 巡回講座 東町会館
永年にわたりＣＳＷ（コミュ

ご意見のいくつかを紹介します。
①福祉委員会の存在は委員になって知った。

ニティソーシャルワーカー）と
して活躍して来られた体験から

②気軽に利用できる相談窓口が欲しい。
③災害時の避難場所がわからない。阪大と聞い

貴重なお話をお聞きしました。
一人暮らし高齢者、認知症患者

たが遠すぎないか。
④ロードマップが欲しい。

などで、援助を必要としている人は、自分から救い
を求めて、役所などに来られる事はめったにない。

⑤賛助会費が集まらないというが、キャラクター
グッズを作り売って稼いだらいい。

近所の方など気が付いた第三者が、積極的に「なん
でも相談室」などに知らせて頂きたいと話されまし

⑥年配の男性ボランティア を募集して2人づつ
で見廻り隊をつくったら。

た。。

東町のロードマップは新聞委員会発行の「東町
案内」の中にあります。交流室でお渡しできます

※ CSW（コミュニティー ソーシャル ワーカー）地域にポ
イント をおいて既存の福祉 サービスだけで は対応出来ないこ
とにま で踏み込んで、福祉 制度の狭間や複 数の福祉問題に、
援助、 発見、結びつけ、な どの公的制度の 調整を行う専門家
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未来へつなぐ光のみち

千里キャンドルロード

2013

ＳＥＮＲＩ ＣＡＮＤＬＥＲＯＡＤ 2 0 1 3

私たち（東町）の手で「こぼれび通り」に灯す
東町で開催される光のアートイベントが
間近に迫りました。「こぼれび通りのキャ
ンドルは東町で」と手を挙げ、東町の皆様
に協力を呼び掛けてきました。これまで東
町では八中生徒会、東丘小、東丘保育所を
はじめ、夏祭り、敬老の集い、運動会、ま
たサークルや団体のご協力のお陰で、お絵
かきコップの数は2600個を超えました。
「こぼれび通り」の小スペースには東町
のグループが思い思いのデザインで飾り付
け、当日ボランティアはキャンドルの設置
と夕方から通路のキャンドルを灯していき
ます。その一つひとつが訪れた皆さんを温
かく迎え、幻想的な光の世界へと導いてく
れることでしょう。

「お・も・て・な・し」の灯

この「つながり」を大切に！

秋の一夜、いつもと違う景色を
ご家族や友達と一緒に 楽しみましょう。

◆11月9日(土)（小雨決行・荒天中止）
※当日朝7時にWEBサイトに掲載

http://senri-forum.com/

午後4時～8時頃まで

◆こぼれび通り～千里中央公園
※開催時間帯、こぼれび通りの街灯を一部消灯いたします。
また、周辺の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが
ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

がんばりましょう！ ひがしまち！
メインステージ
参加団体
東町から
◆和太鼓クラブ「八鼓」
◆東会（あがり会）
◆東丘小学校バトン部
の皆さんが出演。
午後５時３０分

ステージオン
「こぼれび通り」キャンドル参加団体

メイン会場ブース参加団体

《通路》東町各自治会・東町老人クラブ連絡会
《小スペース》公民分館・千里書道・東会・千里竹の会
ボーイスカウト豊中第14団・ガールスカウト大阪第61団
《警備》防犯東丘支部

・千里中央公園ラジオ体操会

まだまだ当日ボランティアが足りません
作業時間帯

作業内容

① 9：00～12：00
② 13：00～16：00

キャンドル設置（紙コップに
砂・キャンドルを入れ 並べる）

③ 16：00～20：00

キャンドル点火

④ 20：00～22：00

消火・後片付け

メイン会場販売ブース
・街角広場
・ガールスカウト大阪第61団

ご協力をお願いします
「この作業なら」「この時間帯なら」と、
お手伝いしていただける方は、ご連絡くだ
さい。当日、直接受付に来ていただいても
結構です。（受付場所は地図上 印）
《連絡先》東町交流室 06-6834-2999
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地域自治協議会
理事会 NEWS！
9 月～10 月
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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/

１．新たな委員会を設置

○ 東町の生活環境や自然環境についての調
査や対策案の検討などを行う「環境整備
運営委員会」
（環境委員会）を設置し、委
員長に和田園子さんを選任しました。
○ また、東町交流室の管理運営を担う「東町
交流室運営委員会」を設置し、委員長に高
野光男さんを選任しました。
２．環境改善についての要望書を市に提出

○ 環境整備に関する課題について、9 月理
事会での検討結果に基づき、10 月 4 日に、

３．「東町交流室」を開設

○ 東町近隣センターの交番跡に 10 月 15 日
住民や団体の交流や情報発信など、地域
活動の拠点となる「東町交流室」を開設
しました。開館時間中は、公募スタッフ
と事務局メンバーが交代で常駐します。
■東町交流室の開館時間
開館

火曜・水曜・金曜・土曜・日曜・祝

時間

日の 10 時～12 時、14 時～16 時

休館

月曜・木曜（いずれも祝日の場合は
翌日）、年末年始、お盆

市に要望書を提出しました。要望事項の
概要は次のとおりです。
【もみじ橋通りの雑木林】
豊かな自然環境、快適な住環境、防犯の
観点から、早急に適切に整備し、今後、
行政の責任において定期的に整備し、良
好な状態に維持管理すること。
【あかしや橋下の交通】
保育所側は、縁石を元に戻して植栽し、
足跡マークを消去。ローレルコート側は、
人や自転車が一気に車道に出ないよう、
車いすが進入できる間隔で、工事車両等
の通行時に取り外しやすい柵を設置し、
道路標識を車道寄りに移動する。角地の
草を刈って安全な状態を維持すること。
【てによこ広場のフェンス】
現状の高いフェンスは不要なので、適切
なフェンスを設置すること、また、夾竹
桃は広場の視界を遮り防犯上よくないた
め、剪定すること。具体的な整備内容に
ついては、今後、協議会で検討する。
【長谷池の藻の清掃】
毎年、住民の自由参加の形で、市と協働
で藻を除去し、良好な環境を維持したい。

４．各部会の主な活動状況

来年度の夏祭り実施に向けての検討課題を整
理しました。今後、各自治会の意見を聴き、
解決に向けて検討します。
○ まちづくり計画策定部会では、コミュニ
ティ活性化について話し合い、問題点や
課題を整理しました。これらについて、
各自治会に意見集約を依頼しています。
○ 環境委員会は、市に提出した環境改善の要
望書に関し、具体的な整備内容を検討して
います。次の 2 点について、協議会案とし
て市に提案し、今後、市と調整しながら進
めていきます。
・ てによこ広場は、
現在の劣化した東側

フェンスを撤去し北側のフェンスと
同様のものを L 字型に新設し夾竹桃
は東側と南側を伐採し、北側を剪定し
ます。
・ 長谷池の藻の清掃は、12 月 1 日(日)

に実施します。
○ 防災部会は、12 月 22 日（日）に、団体
役員等を対象に防災訓練を実施します。
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地域自治協議会・部会報告

環境委員会

環境委員会は東町の住民が「自分たちの町は自分たちで、より安心・安全で
住みやすい東町にしていこう」という目的で、スタートしています。
桜が丘住宅マンション

てによこ広場

テニスコート

もみじ橋通りの雑木林とテニ横広場のフェンス
については、公園みどり推進課と11月中に現地

長谷池の藻の清掃は12月1日（日）午前10時か
ら実施します。ふるってご参加ください。

確認をし、今後の進め方を打ち合わせします。
あかしや橋下の道路に

このように、環境委員会は皆様のご意見・ご
要望をもとに運営していきます。委員の構成が

ついては、安全確保の為、 一部地域に偏らないように、随時委員を募集し
南側に一時的に柵を設け ております。ご意見・ご要望等は東町交流室で
ました。北側への横断の
際はあかしや橋、または

受付対応を行っておりますので、是非お立ち寄
り下さい。

もう少し東側にある横断
歩道をご利用ください。

連絡先：東町交流室（近隣センター交番跡）
TEL・FAX 0 6 - 6 8 3 4 - 2 9 9 9

防災部会
住民全員が、鉄筋コンクリートの建物の中で

も家具はどうでしょう？水道や電気やガスが止
まったら家の中に３日いや１週間分の水・食べ

暮らす東町。“防災”と聞いてもピンと来ない
のが実情ではないでしょうか。しかし、新聞紙

物はあるでしょうか？近くのお店も流通が止ま
れば商品はありません。まず自分の身の安全を

面 、テ レ ビな どで は「 南海 ・ 東南 海地 震」 や
「災害時の備蓄品」の情報がたびたび報道され

確保 し 、水 ・食 べ物 を準 備し て おく 、こ れが

ています。
五十年ほど昔の幼かった頃、台風が来るたび

はどうされただろう？困っておられないだろう
か？マンション内で住民の安否確認をし、危険

「自助」です。そして、我が家は無事でもお隣

に停電し、そんな時はみんながロウソクの火の 個所の情報を把握する、この助け合いの行動が
回りに集まり、台風が過ぎ去るのを待ちました。 「共助」です。いざ災害が起きると、いろんな
子どもの私たちはみんなが集まることが楽しかっ 情報が飛び交うそうです。正しい情報を集め、
たのですが、近所の大人の人たちは助け合って、 豊中市から情報を聞き、それを各管理組合・自
前日から窓や出入り口に、暴風雨を避けるため

治会の皆さんに伝えることが大切だと思います。

の板を釘で取り付けていました。そんな備えが
があったからこそ、私たち子どもは安全に過ご
すことが出来たのだと今になって思います。

豊中市が災害時に避難所を開設し、正しい情報

最近は、地震をはじめ竜巻、大洪水など予想
以上の災害が、それも突然襲ってくる事例が多
くあります。今、地震が起きて建物は大丈夫で

皆さんと一緒に災害について考え、各管理組合・
自治会どうしで防災組織について交流し、東町
の防災組織を作っていこうとしています。

を住民に伝える、それが「公助」です。
東町防災部会では、豊中市と連携し、住民の

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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街角広場12周年記念開催
ひがしまち街角広場は10月14日に設立12周年
記念の催しを開催しました。「体育の日」のこ
の日は晴天に恵まれ、会場の東町近隣センター
の広場には大勢の地域の方たちにお集まりいた
だきました。
街角広場の周年記念は、日ごろ街角広場を利
用していただいたり、運営を支えていただいて
いる地域の皆様に街角のスタッフが感謝の気持
ちを伝える催しです。
この日最初に催しを盛り上げていただいたの
は、「ウクレレ・ハーモニー」の皆さんです。
ウクレレのメロディに乗せ られて、会場には

露され、会場は一層の盛り上がりを見せました。
昼食には街角スタッフの手によるカレーライ

「青空歌声喫茶」が出現し、参加された皆さん
の歌声が広場に響きました。続いて、街角の女

スとサラダがそれぞれ100円でふるまわれ、また、
恒例のビンゴゲームで盛り上がるなど、楽しい

性スタッフの方の得意芸「南京玉すだれ」が披

12周年記念の一日となりました。

東町を彩る四季の花々

第9回 千里ふれあいフェスタ
11月30日（土）

キンモクセイ(金木犀)モクセイ科モクセイ属
中国原産で日本では東北地方の南部以南で育つ
常緑樹です。10月上旬～中旬に橙黄色の小花が
集まって咲き、よい香りを漂わせます。日本の
キンモクセイは、全て雄株で花は咲いても実は
出来ません。キンモクセイは、豊中市の木とし
て指定され豊中市役所（本
庁）はじめ市内の公園や
学校に植えられ、東丘
小学校にも約70本も
植えられています。

[雨天時は、 一部変更：一部中止]
▽地域清掃活動（午前9時～9時40分頃)
▽ふれあい活動(午前10時～午後1時頃）
場所：第八中学校 体育館・校内敷地
内容：舞台発表・子育て遊びコーナー
(午前10時～11時30分)
焼そば・豚汁販売 (両方で200円)
金券(引換券)は、当日販売します。
☆清掃活動、出演に参加した子どもは、
無料とします（タスキと交換）
☆箸（はし)・皿等は各自、持参ください。
お皿や容器を持参されない場合は、
販売出来ませんのでご注意ください。
フリーマーケット・屋台販売
(午前11時30分～午後1時)
★本会場では、割り箸や紙皿等の使用およ
び、ゴミのポイ捨てを禁止しております。
「ゴミを出さない、増やさない」の趣旨
に則り地域清掃活動を実施しております。
趣旨をご理解頂き、マイ食器（使い捨て
でないお皿とお椀）をご持参くださいま
すようお願いいたします。

グリーンアドバイザー

本田富也

※会場では紙皿等を捨てるゴミ箱・ゴミ袋
等は用意いたしません。

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

2013(平成25)年11月1日(金)

防 犯

(奇数月1日発行)

第78号 (11)

交通事故の発生件数は昨年まで8年連続で減少し、死者数も12
年連続で減少していますが、最近賠償等で問題視されているの
が自転車関連事故。免許がないだけに「そんな法令知らなかっ
た」という人も多いのが自転車利用者。あなたは大丈夫ですか？

道路交通法施行規則の一部が改正（平成25年6月公布）されました。
自転車は左

◆自転車利用者への対策◆
自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
(平成２５年１２月１３日までに施行）
改正前は自転車の走行できる路側帯では双方向の通行が可能でした
が、左側通行徹底のため、また路側帯内での自転車同士の事故防止
のため、自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯
のみが通行可能となります。 ◆右側走行・罰金５万円

ブレーキの効かない自転車の運転を禁止

(平成２５年１２月１３日までに施行）

自転車のブレーキが利かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、
整備不良自転車と認められ応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。

危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施

(平成２7年6月１３日までに施行）
信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など悪質な違反を２回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を
義務付けます。未受講者は５万円以下の罰金が適用されます。

自転車乗り方安全教室のご案内
《開催日》11月1６日（土）13時30分～15時30分
《場所》東丘小学校運動場特設コース

も
文化祭
は
日
この
るよ
してい

《内容》安全指導を受けた後、自分の自転車でコースを走ります。
《主催》健全育成会
《共催》防犯支部･公民分館・東丘小PTA・豊中警察

児童見守り隊の皆さん、いつもありがとう
暑い暑い 猛暑、見守り活 動の中、やさしい 児童の作文
を頂き、ホッとひといき、ありがとうございます。
見守り隊隊長
坂上 喜代子
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１１月・１２月の行事・催しのお知らせ
地 域 自 治

第7回理事会

11月17日（日）
午前10時～12時30分

東町会館

2014年夏祭り実行計画とコミュニティ
活性化の自治会意見集約

第8回理事会

12月15日（日）
午前10時～12時30分

東町会館

2014年新春交歓会(1月5日)プラン策定
環境整備の実施計画

長谷池清掃

12月1日（日）
午前10時～11時30分

長谷池

ボートが出動して池の藻を引き揚げます見
付近集合 学も歓迎です、ご家族で参加ください。

福 祉 委 員 会

第３火曜
午前10時～12時

11月19日
東町会館
12月17日

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。

ふれあいサロン

第１火曜
午後1時～3時

11月5日
東町会館
12月3日

参加費 老若男女どなたでも参加い
100円 ただき気楽に集う場です。

福祉なんでも相談

毎週火曜
午前10時～12時

11月5,12,19,26日 東町会館 専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8
12月3,10,17,24日
管理人室 higashiokasodan@gmail.com

子育てサロン
つくしんぼ

校区福祉
社会見学
餅つき大会
公民分館

文 化 祭
東丘人権講座

防 犯 学校

歳末合同
パトロール

11月6日（水）舞鶴引揚記念館
午前8時出発～午後7時頃帰宅
12月14日（土）
午前9時～11時頃まで

東町在住のおおむね65才以上の方およびそ
の付き添いの方

東丘小学 東町恒例の年末行事です。お子様も餅搗き
校・校庭 に参加出来ます。ご家族一緒に参加下さい。

11月16日（土）午後2時～5時
11月17日（日）午前10時～午後3時
12月7日（土）
午前10時～12時

東町会館

東丘小学校体育館：作品展示
運動場：活動発表詳細３P・11Pに掲載

講座：子どものチカラ、大人のチカラ
講師：田中文子先生
詳細３Pに掲載

12月27日（金）28日（土）29日（日） 東丘防犯支部の人たちが先頭に立ち自
午後7時45分 東町交流室前に集合
治会、一般住民,子どもも参加します。

11月30日（土）雨天時 第八中学校
地域清掃活動：午前9時～9時40分
第9回千里
ふれあいフェスタ は一部変更又は中止
体育館・校内敷地 ふれあい活動：午前10時～午後1時

子 ど も 教 室

東丘校区の小学
生と保護者・地
域の皆さんも参
11月第２土曜 9日午前10時～太陽の力でスタンプを作る
理科実験教室
12月第１土曜 7日午前10時～熱気球(暖かい空気は軽いよ) 加できます。
子どもたちが放
11月第４土曜 23日午前10時～未定
課後や週末を安
科学で遊ぼう
12月第３土曜 21日午前10時～カラークリスマスキャンドル
全に健やかに育
第２水曜
11月13日
まれるよう、地
グリーンマップを作ろう
グリーンマップ
午後3時～
12月11日
域諸団体や学識
第４水曜
11月27日焼き芋：タマネギの植え付け 経 験 者 の 協 力 を
土と親しむ
午後3時～
12月お休み
得て開催してい
ます。
11月16日（土）午後2時頃～土と親しむ：球根を植えます
文化祭当日
特別プログラム 11月17日（日）午後1時30分～プラバンを作って遊ぼう

地域活動

千 里 キ ャ ンド ル 11月9日（土）こぼれび通り→千里中央公園 東町の活動団体が各ブースを担当
ロ ー ド 20 13 夕方からろうそくに点火、光で埋め尽くす します。
詳細５Pに掲載

子ども囲碁教室

第１第３水曜
午後3時～4時半

11月6日
12月4日

20日
18日

将棋も出来ます

}

３・３ひろば

毎月第２水曜
第４金曜

３の３集会所 11月13日(水) 22日(金)
午後1時～4時 12月11日(水） 20日(第３金曜日)

アダプトロード 11月24日(日) 午前9時
清掃
12月22日(日) ～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

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

