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◎ 新 春 か る た 大 会 ◎
1月26日午前10時から、東丘小学校多目的室で、日本
の伝統競技「新春かるた大会」を開催しました。
3・4年生を中心に、未就学児～6年生までの児童67名。
校長先生・お父さん・お母さん・小学校PTAの役員さん・
分館役員が約20数名が参加しました。
百人一首のほか、四文字熟語のかるた・ことわざかる
た・大人気のポケモンやドラえもんかるた・いぬぼうか
るたなど、10数種類のかるたを準備しましたが、人気は
百人一首やことわざかるた。不人気のかるたもあり、来
年は入れ替えを考えたいと思っています。特に百人一首
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は4年生の大もて。学校で
覚えたとのことで、2グルー
プになって頑張りました。
競技終了後はおやつタイ

ー

ム。その間に表彰状を準備

ー

し、表彰式。和やかに、初
春の半日を楽しみました。
当日はFM千里の取材（11時

小夏
莉心
やすのり
愛悠
ー

20分～30分「飛び出せ！！
のこりん隊」）があり、千
里中央近隣の皆さんにも、
その模様をお伝えすること
ができました。

こども教室

3月30日（日）午前10時から東丘コミュニ
ティルームBにて、東丘公民分館運営委員
会（安井委員長）が開催されます。

も葉が落ちて、グリーンマッ
プでは種類を見分けにくい木もあります。1月

この運営委員会で、公民分館から平成25年度

はお休みをしました。
1月25日「科学で遊ぼう」では静電気につい

活動報告や決算報告を行います。地域団体の運
営委員の皆さんにはご案内済みですが、より多
くの方に分館活動をご理解をいただくため地域
の皆様の傍聴参加をご案内します。
傍聴を希望される方は、資料準備の都合上、
3月14日（金）までに、分館長（寺村 090-102
9-4648）までご連絡ください。
なお、4月27日（日）午前10時から東町会館
にて平成26年度運営委員会（事業計画・予算の
承認）を予定していますので、こちらにも傍聴
参加をお願いします。
東丘公民分館

分館長

寒い冬の間は運動場の木々

て学びました。静電気は乾燥するとよく発生
し、湿度が上がると発生しにくくなります。
その条件が整っているのが冬なのです。雷も
静電気です。静電気をおこし、いろんな楽し
いこともでき
ました。ひも
をクラゲに見
立て踊らせた
り、薄紙の人
形にダンスを
させてみました。

寺村三郎
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地域自治協議会

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

理事会NEWS！

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

1月～2月

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．協議会規約の改正案を作成

○

1月5日に新千里東町会館で新春交歓会を開
催し、95人が参加しました。

○

協議会規約について検討し、改正案を作成
しました。次回の定期総会に提案します。

○

主な改正事項（案）は次のとおりです。
・ 監事の選任について、前年度の理事に限
らず、理事経験者から選任できるように
する。
・

部会の代表者を理事に限定しない。理事
は部会の一員として参加していればよい

こととする。
・ 理事が理事会に出席できない場合、その
理事の選出団体から代理者を選任するこ
とができ、代理者は理事と同等の権利を
有することとする。

２．各部会の主な活動
○

まちづくり計画策定部会は、新設マンショ
ンや自治活動を行っていない既存マンショ
ンに、協議会に参加してもらえるよう働き
かけていきます。また、千里中央地区の商
業施設との協力関係を築いていくための方

○

３．その他（連絡事項など）
○

赤い羽根共同募金にご協力いただきありが

策についても検討します。
防災部会では、12月に実施した避難訓練に

とうございました。
東丘地区では合計409,536円集まり、協議会

基づいて、東町全体の防災体制づくりを進
めています。また、カセットコンロや無線

から共同募金会に納入しました。
○ 3月2日（日）10時から、府池田土木事務所

機等を購入し、防災倉庫等に保管しました。
今後、備蓄品や資機材について、個人、各

と協働で、府道吹田箕面線（千里体育館前
から樫の木公園の交差点まで）の清掃活動

マンション、町全体（地域自治協議会）が、
を行います。
それぞれ何をどの程度用意しておくのかに ○ 4月20日（日）に実施される市長選挙・市議
○

ついても検討していきます。
環境委員会では、市と協議しながら東町の
環境整備を進めています。もみじ橋通りの
雑木林について、桜ヶ丘住宅に越境してい

会議員補欠選挙の開票作業が、千里体育館
で行われることになりました（これまでの
開票所であった豊島体育館が、耐震工事に
より使用できないため）。これに伴い、東

る樹木等の整備が完了しました。また、現
在、あかしや橋下の交差点の原状復帰工事
が行われています。

丘保育所西側のてによこ広場が臨時駐車場
として使われます。近隣の方にはご迷惑を
おかけしますがご協力下さい。
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環境委員会
東町の環境整備が進んでいます。
近隣マンションに越境している樹々や竹の整備
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倒木の恐れがある危険木の伐採
⇒

⇒
⇒
1月20日・21日、東町公園グランド側の歩道
の樹々の上部にある枯れ枝の除去を2月17日に終
了しました。

⇒

あかしや橋下の整備
⇒

2月10日～28日まで交通の安全確保のため、あ
かしや橋下のローレルコート側に車止め・保育
所側に植樹帯の設置工事をしました。

飛び出し防止の車止め設置
⇒

こぼれび通りの千里阪急ホテル駐輪場前の倒
木の恐れのあるポプラ７本ともみじ橋通りの松
の木2本を2月18日～28日に伐採を終了しました。
2月になり東町のあちこちで作業が行われまし
た。皆様には大変ご不便をおかけいたしました。
これからの予定は、てによこ広場のフェンス
の整備があります。随時ご連絡させていただき
ます。詳しくはＨＰでも掲載いたしますので、
ご覧ください。環境委員会は皆様のご意見をも
とに安全に住みよい町にしていくことを考えて

近隣センター内医療センター侵入路に飛び出
し防止の為車止めを設置いたしました。

おります。沢山のご意見・ご感想を各自治会ま
たは交流室にお寄せください。よろしくお願い
いたします。
環境委員長 和田 園子

防災部会

せて頂くと共に、災害が起きた時に避難所のひ

昨年１２月２２日に防災部会主導による避難
訓練が実施されました。この避難訓練と並行し
て防災部会では、東町住民のための防災備蓄品

とつとなる東丘小学校内に防災備蓄品を保管し
たいと考え実行致しました。
(東丘小学校体育館地下倉庫の一角が防災用備蓄

の購入を進めました。
引き続き３月末日までに、防災部会、理事会

倉庫になっております。)
今後はみなさまのご要望も取り入れつつ、各

にて承認された保存水等の物資を購入致します。 自治会との調整もはかり、さらに次年度以降充
豊中市の防災備蓄品が北丘小学校に備蓄され 実させていきたいと考えております。
ておりますが、これらは北町、東町の住民のた
めのものではなく、あくまで豊中市が分散保管

今年度の備蓄品がすべて揃った時点で、改め
てみなさまにお知らせさせて頂きたいと思って

させている備蓄品の一部に過ぎません。
東町全体としての備蓄品がないのが現状でし

おります。ご家庭でも防災について話す機会を
持って頂けましたら幸いです。

たが、地域自治協議会としましても各家庭、各
自治会への啓蒙活動、災害備蓄品のお願いをさ

新千里東町地域自治協議会会長

小川浩一

前号（79号）で伊藤満子様の所属が防犯部会と誤記されて
いました。正しくは→防災部会です。お詫びいたします。

現在購入が完了した防災備蓄品リストです。(平成２６年２月１８日現在)
品名
数量
購入年月日
賞味期限等
即席おかゆ
250食(アレルゲンフリー)
2014年1月21日
2019年1月15日
防災無線機
4台
2014年2月1日
―
台車
1台
2014年1月19日
―
カセットコンロ
15台
2014年2月1日
―
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地域の子育てを応援します

また、サークル支援、講座の開催、他機関と連

地域子育て支援センター

携して地域に密着した支援活動を行っています。
主任児童委員さんと一緒に行っている「こんに

東丘保育所内

Tel:06-6872-6030

ちは赤ちゃん」事業は子育てサロンや保育所に
つなげる大切な情報提供の機会となっています。

サロンや保育所が遠くて行きにくい、家から
出にくい方たちへの「情報提供」、「遊びの提

お母さん同志が'‘ほっと’しておしゃべりがで
き、繋がっていけるきっかけづくりと、「この

供」そして「子育て相談」などを行っておりま
す。2名の地域支援保育士が担当しています。

まちで子育てができてよかった」と言って頂け
る支援を目指しています。(プログラム８P掲載)

お庭の開放、おむつの交換や授乳を行える空間

（この記事は本誌72号（2012年11月）一面に；
東丘保育所地域支援保育士の田中さんに執筆い

も提供します。

月～金

9:00～12:00
｛ 15:00～17:00

◆所庭開放日◆
土(午前のみ)9:00～12:00

講習会の開催ご案内

ただいたものを、まだお知りになっていない方
にご利用頂けるよう再掲載したものです。）

分館 春の講座のご案内

主催 東町老人クラブ連絡会
（６つの老人クラブで構成）

講座名 チャレンジ！ カローリング
カローリングは氷上のチェスといわれるカーリ

高齢者にも親しみやすく、子どもにも楽しめ
るニュースポーツの一つである「カーリンコン」

ングを室内版に改良したものです。ストーンの代

を普及させるため下記のとおり講習会を開催い
たします。東町の方ならどなたでも参加いただ
けます。
☆期日：3月18日(火）午後2時～４時
実演を兼ねた講習を1時間あまり、引き
続き自由懇談
☆場所：東町会館 ２階 集会室
講師 藤田征夫
大阪府カーリンコン協会会長
（桜ヶ丘シニアクラブ会長）
☆参加費：無料
☆参加者：東町老人クラブ連絡会加盟の老人ク
ラブ会員のほか東町在住の方など、
どなたでも参加を歓迎します。
☆後援：東町地域自治協議会
お問い合わせ 清水博文 (06 )6 831 -6 232
藤田征夫 (06 )6 872 -8 246

私達は3月11日を忘れません。今もう一度、災
害について、私達に出来ること、力を合わせると
言うことをみんなで一緒に考えてみましょう！
主催：ガールスカウト61団 後援：豊中市 教育委 員会

わりに、底面に３つの車輪がついた「ジェットロー
ラー」と呼ばれるプラスチック製の円盤を使用し
ます。子どもから高齢者まで、一緒に気軽にプレー
できるのが特徴の世代間交流に最適なレクリエー
ションスポーツです。
★日時：第１回 5月17日（土）
午後2時～4時
第２回

5月31日（日）

午後2時～4時
★場所：東丘小学校体育館
★定員：各回20名
★参加対象：小学生以上
★持ち物：上靴・運動ができる服装
★参加費：無料
★参加申し込み：4月26日（土）午前10時～
東丘コミュニティルームにて
お問い合わせ

東丘公民分館
寺村三郎 （ 0 6） 68 72 -89 30

◆災害時体験（災害食？有るものを使って何が出
来る？岩手県大槌町の今は？）
◆3月9日(日)午前10時30分～午後1時
千里中央公園野外炊飯場に集合
どなたでも参加できます（0 6 - 6 8 3 3 - 7 7 0 5）
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3月、今年も地域で育ったたくさんの若者が、新しい活躍場所
へと巣立っていく季節。離れてわかる親のありがたさ、そして
故郷再発見。これからも「安心・安全の東町」、いつでも「お
かえり」と温かく迎えられる地域でありたいものです。（Ｒ）

ホントに必要なの？？？

フォ
スマート よ。
て
っ
ン買
って
みんな持
。
るよ

ネット犯罪から
子どもを守るために

最近、スマートフォンを使用する子ども達が増
えているようですが、同時に子ども達を狙うサイ
トを利用した犯罪も増えています。
ネット上には、性、暴力、自殺、薬物、ギャン
ブルなど、子どもに見せたくない情報のほか、コ
ミュニティサイト等では性的な目的で子どもを狙
うなど、様々な危険が潜んでおり、実際に強姦等
の凶悪犯罪や、児童ポルノ事件等の被害にあう子
どもが後を絶ちません。
子どもが犯罪に巻き込まれることを防ぐために
は、保護者がその危険性をしっかりと理解し、フィ
ルタリング等の適切な対策をとることが必要です。

家庭内でルールを作りましょう

◆利用する時間、料金を決める。
◆知らない人とメール(写真)のやり取りをしない。
◆サイトで知り合った相手には会わない。
◆プロフィールサイトや掲示板に個人を特定され
る情報を書かない。
◆勝手にサイトの会員登録をしない。
◆困ったときはすぐに相談する。
◆ルールを守らなかった場合は、携帯電話を使用
禁止にする。
○ルールを一方的に押し付けることをせず、な
ぜ必要なのかを子どもに理解させ親子で話し合っ
注：フィルタリングとは、有害なサイトへのアクセス
て家庭内のルールをつくることが大切です。

を制限するサービスです。

（ 少年補導員研修資料より）

知ない間に～悪の手が・・・・・・
子どものスマートフォンにはフィルタリングを！

「おかえり」
「ただいま」の
あいさつでつなぐ
安心感

見守り隊の皆さん・・・・・・ いつもありがとう・・・・・・

見守り隊の皆さん これからもよろしく！
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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地域自治

東町の３月・４月の行事・催しのお知らせ

福祉委員会
子 ど も 教 室

第11回理事会

3月16日（日）
午前10時～12時30分

東町会館

当年度の活動報告

第12回理事会

4月13日（日）
午前10時～12時30分

東町会館

子育てサロン
つくしんぼ

第３火曜日
午前10時～12時

3月18日
4月15日

東町会館

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火曜日
午後1時～3時

3月4日
4月1日

東町会館

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

毎週火曜日
午前10時～12時

3月4,11,18,25日
4月1,8,15,22日

東町会館 専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8
管理人室 higashiokasodan@gmail.com

第１第３水曜日
午後3時～4時半

3月5日 19日
4月2日 16日

将棋も出来ます

会議は全て公開が
原則、協議会メン
バー(東町住民)は
会議を傍聴するこ
とができます。

総会準備
新旧理事引き継ぎ

東丘校区の小学
生と保護者・地
域の皆さんも参
3月第２土曜日8日午前10時～ 空気と遊ぼう
理科実験教室
加できます。
4月第２土曜日12日午前10時～ 内容未定
子どもたちが放
3月第３土曜日15日午前10時～ 顕微鏡型万華鏡を作ろう
課後や週末を安
科学で遊ぼう
4月第４土曜日26日午前10時～楽しいびっくり箱を作ろう
全に健やかに育
第２水曜日
3月12日 いよいよマップに記入し
まれるよう、地
グリーンマップ
午後3時～
4月9日 始めました
域諸団体や学識
3月26日午後 1時30分～春の花壇の手入れ 経 験 者 の 協 力 を
第４水曜日
土と親しむ
4月23日午後 3時～花壇とタマネギの手入 得 て 開 催 し て い
ます。
3月25日（火）27日（木）28日（金）29日（土）
春休み
バドミントン 午後1時30分～

子ども囲碁教室

}

地 域 活 動

たけのこ祭り

4月20日（日）小雨決行 受付場所：東町近隣センター西南角の東屋付近
午前9時30分より受付
東町公園竹林：参加費一人100円 主催：街角広場

東 丘 女 性 防 火 3月8日（土）東町会館
ク ラ ブ 研 修 会 午前10時～11時30分
ひがしまち
街角広場

月曜日～土曜日
午前11時～午後4時

３・３ひろば

毎月第２水曜日
第４金曜日

アダプトロード 3月23日(日)
清掃
4月27日(日)

「我が家の安心、安全対策」
講師：豊中市危機管理室：小倉

何方も参加できます
博様

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。
３の３集会所 ３月12日(水) 2８日(金)
午後1時～4時 ４月9日(水） 25日(金)

午前9時
～10時

地域の子育てを応援します

地域子育て支援センター

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

木曜日・午前10時～11時
☀ ぴよぴよ 0歳児対象 3月6日
☀ よちよち

1歳児対象 3月13日 4月10日
ぴょんぴょん 2歳児対象 4月24日 5月29日

東丘保育所内 Tel:06-6872-6030

☀

地域子育て支援センターでは、いろいろな行事

月2回・午前11時～11時50分
☀ ほっとタイム 0歳児～就学前対象

や遊びをとおして地域の人たちと交流していま
す。どうぞ、いつでもお越し下さい。
一緒に子育てを楽しみましょう！！

3月5日（水） 4月17日（木）
☀ 誕生会 （変更になることも有り）
3月5日（水）
保育所に問い合わせて下さい。

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

4月17日（木）

