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世代間交流ーむかし遊び

東丘小2年生とシニアクラブ

12月6日午前9～11時、東丘小多目的教室と廊

下にてコマ回し、けん玉、的あて、折り紙（紙

ひこうき、兜、パッチン）、ボーズめくり、お

手玉などを、東丘小学校2年生72名と、昔の遊

びならまかせろと言う東町の高齢者20人あまり

が、その腕前を競いあいました。

201３年度の福祉賛助会費の納入を、2月中に各自

治会で決められた方法でお願いします。

賛助会費は皆さんの自由意思によって、それぞれ口

数を決めて、納入して頂くことになっています（自治

会によっては、一括納入して頂いている場合もありま

す）。しかしこの数年は、総納入金額が期待値を下回

り、地区福祉委員会の活動に、支障を来すようになり

ました。東丘校区は全戸が集合住宅からなる、特異な

地域です。とくに最近では高層化が進み、しかも近所

づきあいが困難な構造となっています。このような住

宅環境では、高齢者は孤独化の心配があります。一方

育児や児童の生活にも、様々の問題が生じています。

福祉活動の強化が望まれます。どうか、若い方を含め

て、事情が許す限り、一所帯、最低一口以上のご協力

をお願いします。なお今年度より、校区福祉委員役員

が各自治会役員会にお伺いして、集金方法などご説明、

ご相談したいと思います。

○個人・世帯 ；1口 500円

○法人・事業所等 ；1口 5,000円

寒い朝でしたが、無風快晴の絶好の餅つき日和に

恵まれました。数日前からの準備；町内の竹林など

から焚き物集め、臼や杵の点検、もち米の洗浄、浸

漬などは万端でした。日常はこもりがちの高齢者も、

この日は元気よく立ち上がり、午前８時前から経験

を生かして活躍されます。300人を超える幼児、児

童が保護者とおしかけ、みるみる800人余りの人出

で大賑わいの中、27臼のお餅を搗き上げました。お

餅はぜんざい、大根おろし餅の他、児童はまるめ餅

二つのお土産つきでした。今年はたまたま小学校の

空調工事をしていた工事現場の方々からも、石臼台

の強化やかまどの安全など、いいアドバイスや協力

を頂きました。町のすべての人が協力した、楽しい

年中行事となりました。

福祉の広場

午前9時～11時東丘小学校校庭

お父さん頑張れ

薪のかまどは初め
ぜんざいなどをを楽しむ

けん玉ならまかせろ

お手玉

皆さんよろしく

仲良くボーズめくり

福祉賛助会費（協賛金）のお願い

ベテランのまるめ餅つくり 捏ねはベテランに
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東丘校区 民生・児童委員 担当区域表 （2013年12月より）

委員名 電話番号 担当区域

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

◎吉山 妙子 ６８３４－０８２２ 都市機構Ｃ１１～Ｃ１９

稲岡 糸子 ６８３３－７６８７ 都市機構Ｃ２０～Ｃ２６

柿 桃 ６８７１－７１６１ 都市機構Ｃ２７、Ｃ２９

園田ミドリ ６８３３－８８１４ 都市機構Ｃ２８、Ｃ３０

中川 邦江 ６８３４－７３７１ 桜ヶ丘メゾンシティ

（欠員中） （委員長代行） ジオメゾン・シティーハウス

湯川 純子 ６８３３－０１８１ 東町３－３

仲奥 静枝 ６８３１－６６７９ 東町３－３

大和 律子 ６８３３－９３４２ 東町３－３

河村 生子 ６１７０－２７３４
ローレルコートあかしや・グランドメゾン

近隣センター・ステラハイツ

○ 松本 直恵 ０９０ー３６１７ー９１８５ 校区全域の幼児・児童問題

◎地区委員長、 ○主任児童委員

上記のような方は、躊躇なく民生委員、児

童委員に電話などで相談して下さい。

民生・児童委員は常に住民の立場に立って相

談に応じ、必要な援助を行うように、厚生・労

働大臣から委嘱された者です。個人情報の秘密

は、固く守るよう決められています。ご相談を

受けた民生委員は、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。必要に

応じ関係する機関と連絡して解決にお手伝いさ

せて頂きます。

民生・児童委員が個人を対象にするのに対し

て、東町地域の福祉を考える校区福祉委員会が

あります。二つの組織は協力して東町住民の幸

福の増進に励んでいます。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。皆様のご協力、ご援助をお願

いします。

校区福祉委員会では、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

設しています。そこでは、研修を受けた相談員

（民生・児童委員と福祉委員）が皆様のお越し

をお待ちして対応しております。

○自分のこと、親のこと、子ども

のことで、困っているけれど、

皆に知られたくない、

○相談する適当な人がいない。

話し相手が居なくてさびしい。

○近所に介護が必要と思われる人

を見かけた。

○児童または家族に、虐待があ

るのではないか、と心配される。

東 丘 校 区 の 民 生 ・ 児 童 委 員 が 、

皆 さ ん の 個 人 的 な 心 配 ご と の 解 決 に ご 協 力 し ま す
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11月16日(土)17日(日)に第28回の文化祭を東

丘小学校体育館で開催。好天に恵まれました。

今年は会場のレイアウトを変え、皆さんの力

作が見やすいように、自治会別、サークル、団

体毎に展示されました。

東丘小学校、アソカ幼稚園、東丘保育所、め

だか学級の絵や、八中のクラス毎の応援旗など

の子供達の作品は今年もパワフル。見学に来ら

れた、淺利豊中市長、府会議員、市会議員の方々、

中央公民館、千里公民館の職員の皆さん方から

は、東町の作品のレベルの高さに賞賛の声をい

ただきました。累計で740人のご来場者も楽しん

でくださった２日間でした。

活動発表は東丘女性防火クラブによる“我が

家の地震対策”運動場で行われた健全育成会の

“自転車乗り方安全教室”では、指導をお願い

した警察官の方が白バイに乗っての登場で、子

供達は大喜び。又、グランドゴルフには、始め

てクラブを持った人や子供達も参加。こども教

室の“プラバン作り”も大盛況でした。

会場で久しぶりに出会ったご近所の方と喫茶

コーナーでお話しがはずむ光景も見られました。

文化祭で興味を持ち、手作りのものを始めら

れる方もおられるようです。

出展地域団体数は20団体、出展いただいた方

は155人、総出展作品数は、298点でした。

ご出展の皆様、運営にご協力くださいました

すべてのみなさま、ありがとうございました。

公民分館 稗田和子

12月7日(土)東町会館において、東丘公民分館、

東丘小PTA、人権協東丘地区委員会の共催で、人

権学習講座を開催しました。(参加者 49名)

今回は,子ども情報研究センター所長の田中文

子さんに『子どものチカラ、大人のチカラ』を

テーマに人が本来持っている生きるチカラ、考

えるチカラ、つながるチカラなどを振り返り、

つながって生きていく事の大切さ、地域のつな

がりについて講演して頂きました。

子どもの権利条約、子どもの権利（保護、付

与、参加）の説明があり、子どもが持っている

チカラこそが本来人間が安心して生きていくた

めの必要なチカラであ

り、人を信頼してその

持っているチカラを出

せるようになる。また、

はがねの強さではなく

て、皮が鞣されたよう

なしなやかさ(強さ)を持って、どんな大きな問

題にも多様に対応できる人になれると良い。そ

して、人は一人でなんでもできる事が自立では

なく、一人でできない事を周りの人に助けても

らってできる事も自立であるとのお話が印象的

でした。人としての強さを子どもも大人も身に

つけ、東町の全ての人が生きやすくなれるよう

に地域でつながって、一人ひとりがつなぎ手に

なっていきたいと思いました。

人権学習講座
「子どものチカラ・大人のチカラ」
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自転車
乗り方教室開催

11月16日 (土)午後1時30分～３時30分

東丘小学校校庭にて、豊中警察署交通課指導

のもと、ダイワサイクルさんの簡単な自転車整

備から始まりました。

自転車の正しい乗り方を聴き 2つのグループ

に分け、1つは校庭に描かれた特設コースを、

お巡りさんと狭い路地から広い道路・歩道・歩

道に乗り上げた駐停車の交わし方・信号機・歩

道なし車道・角地をそれぞれ注意を受けながら

歩き次に一人ずつ自転車で走行です。

コースの危険箇所にPTA・防犯・保護者さん

が立ちルール無視の子どもたちに再注意指導を

するのですがほとんどの子どもたちが注意を受

けています。もう一つはブレーキテスト・スラ

ローム・一本橋でゲーム感覚の自転車の扱いに

四苦八苦しながら何度もトライしていました。

その後全体で内輪差と死角の指導を受けました。

段ボールに風船をたくさん貼り付けた物を交

差点に置きクルマで曲がります。後輪の軌跡は

風船を割りながら進んだりクルマの周りにしゃ

がみ込み運転席から隠れた人を探したりクルマ

の動きと自分の立ち位置を勉強しました。そし

て、一番人気のあったのは白バイ試乗でした。

カッコイイ制服姿の隊員さんに支えられ子ども

たちが一人ずつ1300ccの白バイに試乗したり記

念撮影を体験しました。文化祭の見学者も多数

試乗されていました。

東町は歩道の無い車道を利用する事がほとん

ど無く遊歩道において歩行者も自転車も比較的

自由に移動しがちです。また携帯電話・イヤホ

ンで周りの音に気づかない、坂道でスピードが

変わるなど危険がつきものです。経験の少ない

子どもたちも大人も事故無く生活出来ることを

願います。

この度 豊中警察署交通課・豊中市役所土木

総務室の方々にご協力頂きました。防犯協会東

丘支部・東丘小学校・東丘PTA・東丘公民分館

に心より感謝申し上げます。

健全育成会 西中廣治

東丘女性防火クラブは、「我が家の地震対策」

を学習しました。（講師は、北消防署予防課

中田主査）

東町は他住区よりも耐震工事が進み、安心し

ている人が多いのではと思いますが、耐震工事

をしていてもゆれます。「ゆれ」によって起き

る家具の倒壊や移動、上からの落下物、ガラス

の破損でけがをしては大変です。また、電気・

ガス・水道がストップしても、どう生きつない

でいくかは各家庭の問題ととらえて、真剣に考

えていきましょう。

○ 家庭にストックしておくもの

✦ 飲料水3日分以上（一人１日２㍑）

✦ 飲み水以外の水・風呂の水

✦ 米、もち、パン、缶詰、

✦ レトルト食品、菓子、果物

上記の日常食品は使ったらすぐ補充する

カセットコンロ、ガスボンベ、使い捨て食器、

アルミ箔、ラップ、ポリ袋（大・中・小）簡易

トイレ、薬など家族の状況に応じて必要なもの

を、防災関係の本・チラシ・新聞などをよく見

て準備する。また、公助（行政）は、大地震に

なるほど被害の大きいところを優先して助ける

ので、自助（各自）で守るのが一番大事です。

日ごろからしっかり準備しておきましょう。

東丘女性防火クラブ 石丸誠子

東丘女性
防火クラブ研修会を開催

11月16日(土)午後
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11月30日（土） 穏やかな小

春日和の中、第８回千里ふれあ

いフェスタが開催されました。

午前9時、東丘・北丘小学校

に集合した子どもたちや地域の

方が、通学路を中心にごみを集

めながら、中学校隣のもくせい

公園に集合。

10時から体育館で地域団体の

舞台発表。発表の傍ら、子ども

たちお楽しみのコーナーがオー

プン。

11時30分舞台発表が終わり、

中学校吹奏楽部のファンファー

レで、お待ちかねの焼きそば・

とん汁、フリーマーケットなど

子どもたちと大人がともに楽し

みました。

このフェスタは、豊中市第八

中学校校区（東丘・北丘小学校）

の子どもたちや地域住民が美化

活動を中心に助け合い協力する

ことによって、生活環境の美化

意識の向上やボランティア活動

の意義を考える機会とするとと

もに、ともに楽しむ場を持つことによって世代間交流を行い地域の活性化を図ることを目的に、毎

年、開催されています。

「子ども教室の土と親しむチーム」では

四苦八苦をしながら、秋に畑で収穫した

サツマイモで焼き芋をし、タマネギの苗

を植え、何とか来年に向け備えています。

「土と親しむ」で畑の日常管理をしてい

ただいていた徳重さんが昨年の９月に亡

くなられました。

千里ふれあいフェスタ

こども教室

畑の管理をしていただける方を探して

います。子ども教室（090ー8232－5563）

赤井までご一報ください。

主催 八中校区地域教育協議会

共催 八中校区青少年健全育成会
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11月4日（月・祝）に管理組合（防災委員会）

主催で豊中市消防署指導のもと管理棟集会室、

広場にて防災・防火訓練が行われました。

例年の管理組合での防火訓練に加え、管理組

合にて約１年前に立ち上げた防災委員会の防災

訓練を組み合わせ、新たな企画を盛り込んだ。

住民の防災に対する意識の高揚もあって訓練

参加者は222名（住戸132世帯）となった。

①防災訓練セットの配布、

②今年揃えた管理組合の防災備品：マンホール

トイレ、発電機、担架・救助用工具の展示の

陳列、

③各家庭で揃える防災準備品即売の紹介、消防

車見学と撮影会）

拡声器（トランジスターメガフォン）によ

る各番館への巡回アナウンスを皮切りに

①非常階段を利用した避難訓練、

②消防署への 通報訓練、

③消火訓練

④心肺蘇生法とAED実地訓練、

⑤防災備蓄食品（アルファ化米）の試食

最後に消防署からの訓話をいただいた。

今回の訓練で、机上で考えていることと（知

識で理解していること）と体験してみてわかる

ことの違い、体験して見えてきたこと等、「訓

練は回数だ」と実感した。今後の防災に向けて

次の課題が検討しやすくなった。

今回の訓練で確認できた数点の事項は東町の

各団地でも共通することであるので紹介させて

いただきます。

①119（消防署）に通報する際には、携帯電話よ

り、固定電話の方がコールセンターで場所が

特定できベターであること。（携帯であれば

基地局にかかり、固定電話なら直接豊中の地

域消防署にかかること。）

②豊中市の梯子消防車では高さ35ｍまでであり、

高層階には届かないこと（桜ヶ丘の１０階以

上は届かない）。

③屋上のヘリポートは急病者の搬送に役だって

も、（ヘリコプターは大阪市、京都市にそれ

ぞれ一台あるが）災害時には当てにしてはい

けないこと。

④AEDの前に心肺蘇生法（胸骨圧迫、人工呼吸）

を施す必要があること。

⑤避難所はライフライン（トイレの使用、食糧

の配布所、負傷者の避難場所、住宅に住めな

い待機場所）と考えて、一時避難所（桜ヶ丘）

と避難所（東丘小学校）の連携を詰める必要

があること。

⑥パニックに陥ったときの住民の安全のための

統制をいかに整えるか、対策指令本部の組織

体制作りと指揮命令訓練が不可欠であること。

次回にはこの11月末に作成した防災マニュア

ルと安否確認ステッカーをもとにもう一歩訓

練レベルを向上できるのではと考えています。

新千里桜ヶ丘メゾンシティー 上田 稔

防災訓練で学んだこと

新たに盛り込んだ企画

訓練の結果見えてきた課題と対応

訓練内容
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ボランティアで運営す

る喫茶店は、今年で13年

目。開設当時は、全国か

らの視察が殺到。今も町

の交流スペースとして、

大きな役割を果たして

います。

千里ニュータウンまち歩き
一級建築士・都市プランナー太田博

一さんと、建設当時の千里ニュータウ

ンの思想を巡るまち歩き。まちびらき

から50年を過ぎた今、改めて千里ニュー

タウンの魅力を発見するツアーです。

《太田博一さん》
新千里東町にお住まいで、都市プラ

ンナーとして、各地のまちづくりに関

わるかたわら、現在「ひがしまち街角

広場」の運営委員長として、地域でも

活躍中です。

川西能勢口

◆ツアー出発
千里中央 大阪国際空港 伊丹スカイパーク

◆飛行機を間近に
音楽博物館（大阪音大） 千里阪急ホテル

◆おいしいお食事

①東町街歩きはコラボからスタート

5年前開設した「コラボ」は

複合公共施設で、市役所の出

張所、老人福祉センター、保

健センター、図書館、公民館

などがあり、市民の活動拠点

ともなっています。

②千中パル広場とセルシー広場

④「大阪府みどり百選」の竹林

③長谷池

千中パル北広場には、かつ

て「地球縄広場」があり、子

どもたちの人気の遊び場でし

た。

東町は上新田村の農地や山林

だったことから、当時の長谷池

は農業用の貴重なため池でした。

今は、住民の憩いの場。冬は渡

り鳥、夏は花菖蒲と季節ごとに

趣を変え、一年中楽しめるウォー

キングコースの一つです。

⑦コーヒー100円のひがしまち街角広場

⑧囲み型住宅のコミュニティーの中庭

東町を歩く

バスツアーが

あるってホント？

はい！

市の観光事業で

昨年秋に2回、

私が案内したん

だよ。

豊中巡りバスツアー広告

2階部分にこんなに広い広場

を持った建物は珍しく、その

広さは日本一かも？

東町公園の竹林は、昔食用に植

えられた竹林で質の良いタケノコ

が採れました。しかし、マムシの

生息地でもあったとか。当時はマ

ムシ注意の立看板があちこちに。

今は、「千里竹の会」の皆さん

の努力で美しく整備され、東町自

慢の竹林となりました。

万博開催当時、外国のコンパニオン宿

舎だったこの団地は、シャワー風呂、高

い天井、そしてどの棟も児童公園・緑地

広場に面しており、ユニークな車止めや、

すり鉢型のすべり台など、目新しさのあ

ふれる団地でした。今、すり鉢のすべり

台は埋め立てられ、子どもの姿も少なく、

グランドゴルフを楽しむシルバー世代の

交流の場となっています。

万博当時、あかしや

橋は、コンパニオンの

通り道。記念バッジを

もらおうと子ども達が

並んだとか。今は、見

守り隊のおじさんが、

下校の子ども達を待っ

ています。

⑥あかしや橋で待つ人、今昔
⑤公園の緑に囲まれたＵＲ都市機構

3－3住宅は、皆が集える広

場を住宅が囲む形の日本では

珍しい団地でした。建て替え

が進み、その姿はなくなりつ

つありますが、これまでの繋

がりを生かした新しいコミュ

ニティーの場作りが始まって

います。

マチカネくん

僕
も
一
緒
に

つ
れ
て
っ
て

上新田まち歩き

◆古い町並み散策

さあ、出発！

ここ、１階だと思ってたぁ

コーヒー飲んで、

一休みしよっと

おっと、道の真ん中に

大きな顔が！

ウサギ（？）もいるよ。

「オバQ」だって。

こんな所に隠れて

たんだね

これは有名な

「あほんだら獅子」

東町にはこんな面白いモニュメントがあった。

どこにあるのか探しに行こう！地図にヒントがあるよ。

円形の枠が残る
大きなすり鉢が
あった公園

児童公園に

面している棟

の側面には楽

しい壁画が子

ども達を見守

ります。

さがして

みよう！
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火
の
用
心

新しい年を迎え、思うこと。この一年元気で何事もなく無事

に過ごせますように。願いは皆同じですが、願うだけでなく、
日ごろの心掛けが大切。「忘れたときが要注意」今年も防犯ペー
ジを読んでいただき、安全な一年にいたしましょう。

は、犯罪ゼロのひがしまち

見守りの時、児童の

皆さんの笑顔とあいさ

つに寒さも忘れ元気を

もらっています。

見守り隊 神田 孝子

防 犯

児童見守り隊の皆さん、いつもありがとう

今西 輝 君

豊中モラロジー事務所主催の

「伝えよう！いのちのつながり」

～ありがとうを伝えたい人への

作品募集に応募され、多数の応

募者の中より選ばれました事、

「おめでとうございます」

見守り隊一同

ち
の
子
は

そ
ん
な

声
で
は

あ
り
ま
せ
ん

ま

う

しど

う

ま

しど

う ま ど し

大阪は「おれおれ詐欺」の被害より、「還付金詐欺」の被害は多

いようですが、最近「不用品はありませんか？何でも買い取りしま

すよ」との電話をして、見積もりと称して部屋まであがりこみ、用

意した不用品より高価な貴金属を安値で買い取られる被害が続出し

ています。そのような電話は、きっぱり断りましょう。

「拍子木の音を聞くと、年の瀬やなあ」と感じるとＡさん。

12月27,28,29日の三日間、恒例の歳末パトロールが行われました。

防犯委員の皆さんを中心に、元気な子ども達も加わり「火の用心」の

声が町中に響きました。寒いけれどもあったかい。年の瀬の風物詩。

参加された皆様、お疲れ様でした。

東町は歩車分離で、

安全な地域ですが、

つい近道をしようと

車道を横切ることも。

車は急には止まれま

せん

町の外周道路での

ひったくりに注意！

夜は人通りの多い道

を選びましょう。

うまどしかるた

「ちいきのひと」の

作文入賞

スーパー防犯灯

車椅子でも利用で
きるよう
ただいま
工事中 です。



１．環境改善に向けた取組み状況

○ 市に提出した環境改善の要望書に関し、取

組みの進み具合は次のとおりです。

【もみじ橋通りの雑木林】

  1 月 20 日から 23 日にかけて、桜ヶ丘住

宅との境界付近の樹木の伐採作業が行わ

れます。また、雑木林の整備が定期的に

実施される形をつくっていけるよう、引

き続き市と協議していきます。

【てによこ広場のフェンス】

  2 月から東側の夾竹桃を少なくする作業

が始まります。また、来年度以降、柵の

新設など、順次整備が進められます。

【長谷池の藻の清掃】

  12月1日、多くの皆さんに参加いただき、

市と協働で藻の除去作業をしました。

２．東町の防災体制について

○ 防災部会は、12 月 22 日に避難訓練を実

施。各マンションから東丘小学校までの

避難経路の確認や、防災資機材倉庫の見

学、アルファ化米の試食などを行い、防

災の課題について考えました。

○ 今年度の予算で、防災備蓄品（飲料水・

保存食等）や防災資機材（無線機等）な

どを購入します。これらは、東丘小学校

体育館下の備蓄倉庫に保管します。

３．各部会の主な活動

○ 広報部会は、理事会や各部会の活動状況

をホームページで情報発信しています。

○ まちづくり計画策定部会は、コミュニテ

ィ活性化について、各自治会の意見を聴

きながら検討を進めています。

○ 防災部会は、東町における防災の課題に

ついて考え、防災体制づくりに向けて検

討を進めています。

○ 環境整備委員会は、環境改善に向けて市

と協議を進めています。今後、アダプト

ロードの清掃業務や、東町公園グラウン

ドの整備等についての検討も始めます。

○ 来年度の夏祭りの実施に向けて、各自治

会から出された課題（実施時期や雨天時

の対応、模擬店の分担、協賛金のあり方

など）について検討していきます。

○ 東町交流室運営委員会は、貸し室や作業

の受託などの運営要領を作成しました。

有償スタッフの公募には 12 人の応募が

あり、交代で業務に当たっています。

○ 新春交歓会は、来年 1月 5 日（日）12 時

～15 時に新千里東町会館で開催します。

４．その他

○ ケーブルテレビ 11 チャンネルの豊中市

広報番組「かたらいプラザ」で、東町の

地域自治の取組みが紹介されます。放送

は、１月 21日～31 日の毎日 9時、12 時、

22 時です（30 分番組の中で約 13 分間）。

○ 12 月から 2 月にかけて、東町の各所で、

段差や舗装の改善、側溝の蓋掛などのバ

リアフリー化工事が行われます。

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！

11月～12月
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2011年3月11日におきた、東日本大震災の時、

岩手県釜石市釜石小学校の184名の児童全員が無

事に津波から避難できた、ということが報道さ

れました。これは、「釜石の奇跡」として語ら

れています。

このことは、一朝一夕にできたものではなく、

釜石市が2004年から取り組んできた「防災マッ

プ、下校時の訓練、防災の授業の成果」で、

「僕は絶対に逃げる。信じて。だからお母さん

も逃げて」という家庭での会話が実を結んだと

いうことです。この地方には昔から「津波てん

でんこ」という教えがあるそうです。「ひとり

ひとりが自分の命に責任を持つ。それが可能な

家庭をつくれという先人の教えだと思う。その

ためには、家族間の信頼関係が大切だ」と。

（インターネット、釜石の小中学生より）

東町防災部会では、「東丘小学校に避難所が

開設されたら」という想定で防災避難訓練を行

いました。今回実施したのは、自治協議会の防

災部会員と協議会理事と各マンションの役員・

委員・防災部会員と豊中市の方々です。その中

で、東町防災の課題についていろいろ考えてい

こうという取り組みです。

東町の避難所は、東丘小学校のほか、東丘保

育所、八中、千里体育館、コラボの5か所と、福

祉避難所（一般の避難施設で避難生活を続ける

ことが困難である「災害時要援護者」が対象）

としての千里老人福祉センターがあります。皆

さんの自宅から一番近いのは、5か所のうちどこ

でしょう？ また、一時避難所として、千里中

央公園、千里東町公園、もくせい公園がありま

す。実際被災するのは自宅とは限りません。私

たちは毎日あちこちに出かけています。仕事場

で、町で、山で、海辺で。行く先々で避難所や

一時避難所の場所などを探しておくことも必要

ではないでしょうか。東町の各マンションでは、

マンション内に、一時避難所を作っているマン

ションもあるので、それを知っておくのも大切

です。そして家族みんなで、被災した時を想定

した話し合いをするのも、同時に大切ではない

でしょうか。

冒頭の「釜石の奇跡」には、海に近い小学校

に通う娘の母親が、「心配でしたが、子どもは

避難しているはず・・・と自分に言い聞かせて

小学校には向かわず、家族を信じて一人で自宅

から高台に避難した」という話も紹介されてい

ます。

さて、いざ災害時に多くの人が避難した時に

は、約束事を決めておかなければなりません。

東町防災部会では、各マンションの被害などの

情報を集めることと、その中での役割分担を考

えようとしています。情報班、物資班、避難誘

導班、救助救護班と全体をまとめる本部班など

です。誰がそれを担っていくのか、まだまだ議

論は尽くされていません。そしてその場所に誰

が居るのかも分かりません。住民一人一人が、

自分には何が出来るかを一度考えてみるのも無

駄ではないでしょう。

そして、アルファー化米、水、それぞれの役

割が分かるゼッケンなどの備蓄品を、東町でも

整備していこうとしています。それぞれの家庭

の備え、豊中市の備えに加えて東町も備えが必

要です。

間もなく、1月17日がやって来ます。1995年阪

神・淡路大震災の時、この東町でも、食器棚か

ら食器が落ちて粉々になり、重いピアノが室内

で移動していました。千里中央から蛍池行のバ

スが長らく不通だったのを思い出します。地球

に住んでいる限り地震を避けては通れませんが、

備えをすることで、少しでも被害が少なくなる

ようにと願いつつ、防災部会を進めています。

東町自治協議会・防災部会 伊藤満子

地域自治協議会・防災部会

防災避難訓練の実施 12月22日

防災部会の取り組み

備蓄品の整備

水で戻したアルファ－化米の試食
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昨年12月1日（日）少し寒さも感じる晴天の中、

豊中市公園みどり推進課との共催で長谷池の清掃

を行いました。お子様連れのご家族を含め沢山の

方々がご参加くださいました。普段立ち入ること

が出来ない所での作業で皆さん楽しみながら水面

に浮いた藻などを除去しました。清掃後は水面が

スッキリしました。ありがとうございました。

昨年12月に桜ヶ丘住宅弐番館南側の雑木林内の

折れた竹や枯れ木の撤去をいたしました。

1月20日から同住宅参番館沿いの越境した木と竹

などを伐採します。2月にはもみじ橋通りの頭上を

横断している危険木（赤松）2本を伐採します。

昨年9月に台風で倒れた阪急ホテルそばの駐輪

場前のポプラの木ですが、現在残っているポプラ

７本も強い風などで倒れる恐れがあるため伐採し

ます。その後の代替樹木の樹種は豊中市からの提

案により検討していきます。

今年の2月から来年度にかけて公園内のキョウチ

クトウを徐々に減らしていき新しいフェンスを設

置します。

作業中、皆様には何かとご不便・ご迷惑をおか

けいたしますが、何卒ご理解くださいますよう宜

しくお願いいたします。

昨年10月よりあかしや橋下の保育所側の縁石が

削られた所に単管柵が設置されています。先日子

どもが、単管柵の近くの桜の木と植栽との隙間か

ら自転車で飛び出して、車と接触しかけた事があ

りました。その他にも飛び出してきた子どもをよ

けようとして車が溝に脱輪してまった等、あかし

や橋下を横断することは本当に危険です。

そのため、「その町の子どもはその町が守る・・・」

を念頭に暫定的ではありますが、桜の木と植栽と

の隙間にプレートを設置させていただきました。

皆様にはご不便をおかけするかもしれません。

そして、年度末には縁石現状復帰と車両進入禁

止柵設置などの工事が始まります。横断する際は

東側の横断歩道、またはあかしや橋をご利用され

ますようご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、詳しい場所の写真などは交流室もしくは

東町地域自治ホームページに載せておりますので

是非ご覧ください。

環境委員会 委員長 和田園子

地域自治協議会・環境委員会

長谷池の藻の清掃

スッキリした水面の長谷池

もみじ橋通りの雑木林

てによこ広場のフェンス

あかしや橋下の道路

こぼれび通り
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行 事 主催団体 概 要

１月
新春交歓会

新春かるた大会

東町地域自治協議会

東丘公民分館

地域諸団体の交流

小学校児童対象

２月
福祉賛助会員の募集

安否確認訓練

人権講座

東丘校区福祉委員会

福祉・民生

分館・人権協

福祉活動への賛助依頼

障害者・高齢者の安否確認

人権に関する講座

３月
府道美化活動（吹田箕面線）

東丘小学校・第八中学校卒業式

東町地域自治協議会 池田土木事務所との協働作業

４月
東丘小学校・第八中学校入学式

たけのこまつり ひがしまち街角広場 竹林の環境保全と親しむ集い

５月

新入生歓迎焼肉パーティ

小学生の車いす体験学習

春の学習講座

献血

東丘ダディーズクラブ

東丘小学校・福祉

東丘公民分館

東丘校区福祉委員会

東丘小学校

小学児童の車いす実地講習

春季シリーズ講座

住民の献血運動

６月
社会見学

一人暮らしの会の社会見学

地区対抗スポーツ大会

東丘公民分館

東丘校区福祉委員会

東丘公民分館

バス旅行

八千代クラブ会員対象

ファミリーバドミントン競技

７月 宿泊カレーパーティー 東丘ダディーズクラブ 小学校校庭でのキャンプ体験

～夏の合同パトロール 防犯協会東丘支部 親子連れで一般住民も参加

８月 夏祭り・盆踊り大会 東町地域自治協議会 全住民参加の東町最大イベント

９月
府道美化活動（新千里３号線）

敬老の集い

東町地域自治協議会

東丘校区福祉委員会

池田土木事務所との協働作業

高齢者を敬うイベント

10月
共同募金

ふれあい運動会

秋の社会見学

東町地域自治協議会

東丘公民分館

東丘校区福祉委員会

各自治会での募金活動

地域住民参加の体育祭

高齢者対象（介護者含む）

11月
文化祭

秋の学習講座

防災訓練

東丘公民分館

東丘公民分館

東町地域自治協議会

地域住民の作品展示・発表会

秋季シリーズ講座

東町全地域の防災体験

12月

長谷池藻の清掃

もちつき大会

千里ふれあいフェスタ

世代間交流

歳末防犯パトロール

協議会・市公園課

東丘校区福祉委員会

八中地域教育協議会

東丘校区福祉委員会

防犯協会東丘支部

住民と行政との協働作業

校庭での餅つき体験

世代交流、地域美化活動

児童と高齢者と昔あそび

一般住民参加の巡回夜警

東町の年間行事

赤い羽根共同募金の報告とお礼
昨年実施の「赤い羽根共同募金」を

豊中地区募金会に納入しました。

募金額は、409,536円でした

（前年度は、416,487円でした）

ご協力ありがとうございました

担当：新千里東町地域自治協議会

新千里東町地域自治協議会の
ホームページ

http://higashimachi.jimdo.com

新千里東町で検索、ホームページから

「地域団体」→地域自治協議会で閲覧

http://e-senri.jp新千里東町
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地

域

自

治

新春交歓会
1月5日（日）

正午～15時
東町会館

東町の各団体の方々が日頃の活動を話し合

う楽しい集いです。どなたも参加できます。

第9回理事会
1月19日（日）

午前10時～12時
東町会館

規約改訂案の検討、

第10回理事会
2月16日（日）

午前10時～12時
東町会館

次年度の活動実施計画案検討

福

祉

委

員

会

子育てサロン
つくしんぼ

第３火曜

午前10時～12時

1月21日

2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。

ふれあいサロン
第１火曜

午後1時～3時

1月7日

2月4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。

福祉なんでも相談
毎週火曜

午前10時～12時

1月7,14,21,28日

2月4,11,18,25日
休 み

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

安否確認訓練
2月16日(日)

午後1時30分～３時30分

東町会館及び

東丘小学校

東町全地域の障害者及び高齢者の安否

確認を自治会毎の福祉委員で行います

分

館
新春かるた大会

1月26日(日) 10時～12時

受付：午前9時30分から

東丘小学校

多目的教室

参加費：無料、飲み物用意あり

予約不要、会場にお越し下さい

子

ど

も

教

室

子ども囲碁教室
第１第３水曜

午後3時～4時半

1月1日休み 15日

2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。

理科実験教室
1月第２土曜 11日午前10時～ 5円玉を磨いて金貨に？

2月第１土曜 1日午前10時～ 木の葉の化石を探そう

科学で遊ぼう
1月第４土曜 25日午前10時～ 静電気を知ろう ビリ！

2月第４土曜 22日午前10時～ 万華鏡カライドサイクル

グリーンマップ
第２水曜

午後3時～

1月休み

2月12日 グリーマップを完成しよう

土と親しむ
第４水曜

午後3時～

1月休み

2月26日 ジャガイモの種芋植え付け

地
域
活
動

ひがしまち
街角広場

月曜日～土曜日(祝日

午前11時～4時 日曜休)

新年は9日（木）より開店 飲み物お気もち料100円

鏡開き1月11日（土）ぜんざいのメニューがあります

３・３ひろば
毎月第２水曜

第４金曜

３の３集会所

午後1時～4時

1月8日(水) 24日(金)

2月12日(水） 28日（金）

アダプトロード
清掃

1月26日(日)

2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

東町の１月・２月の行事・催しのお知らせ

「ＡＤＯＰＴ」とは、英語で養子縁組という意

味だそうです。東丘地区では「こぼれび通り」

と「もみじ橋通り」を豊中市から養子として貰

いうけています。そのわが子をこれまで愛情を

もって面倒を見ています。

具体的には毎月一回の清掃ですが、お陰さま

で住民のみなさんの関心も高まって来ました。

昨年、東町地域自治協議会の中に環境委員会

が設置され、新年度からアダプト清掃の担当窓

口が、コミュニティールーム運営委員会から移

管されることになります。

「自分たちで出来ることは自分たちで」とい

う住民自治の芽生えはアダプト清掃活動でも育

まれています。

環境委員会で生活環境や自然環境に関心をお

持ちの方、一緒に活動して行きましょう。

アダプト清掃活動

文責 武藤
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