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あなたも東町の自治活動に参加しましょう
締め切り5月18日（日）
自治協議会では下記の委員会に参加して頂ける方々を募集します
応 募・問 合先： 東町 交流室 （旧交 番跡） T el ：0 6 - 6 8 3 4 - 2 9 9 9
年齢、性別は問いません。東町交流室でも受付をいたします。
Eメールの受付もいたします：jichi.ko-ryu@dk2.so-net.ne.jp
防災部会

東町の防災組織や緊急時の備蓄品も整いつつあります。自助・共助・公
助の内、主に共助の役割を担い安心・安全な東町を目指します。

環境委員会

まち歩きを実施して、この町をもっと好きになる素敵な自然環境と快適
な生活環境の整備、課題解決を目指します。

近隣センター移転計画対策委員会
夏祭り実行委員会

近隣センターの建替移転に伴う新千里東町会
館構想に対応、環境の変化を考えます。

東町の最大の行事を自治協議会は総出で実施します。会場設営、イ
ベント、模擬店など人手は、いくらあっても足りません。

キャンドルロード準備委員会

自然保全委員会（仮称）

新たに東丘版を準備します。昨年は千里市民フォーラム
がこぼれび通りと千里中央公園に明かりを灯しました。

新しく立ち上げる委員会です。緑豊かな東町の混成林の保全整
備と自然環境を守ることを実施します。

新千里東町会館運営委員会

東町の住民が誰でも集える重要な施設です。その管理、
運営の責任を果たし、また建替移転問題にも関わります。

コミュニティルーム運営委員会

小学校の空き教室を提供され、サークル活動が行える大
切な場所です。その管理・運営を担います。

東丘小学校芝生委員会

芝生の維持には多くの作業と専門知識が必要です。児童や住民
にとってもイベントの際は、楽しく憩える場所です。

交流室運営委員会・事務局員・交流室スタッフ
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

地域自治の活動拠点で
勤めてもらいます。
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教頭先生がかわられました。よろしくお願いします。
東丘小学校新任の教頭先生
吉森 明子先生 （前任校：中豊島小学校）

第八中学校新任の教頭先生
櫻木 恭子先生（前任校：第十五中学校）

在校生：476名（2014年4月21日現在）

在校生：224名（2014年4月28日現在）

長い間お世話になりました。ありがとうございました。
小西 晃 先生 （赴任校：寺内小学校）

熊野 俊滋先生 （赴任校：東豊中小学校）

びっくり「免震体験車」に乗車

4月20日(日)10時～16時、新千里桜ヶ丘メゾ
ンシティ管理集会室前にて管理組合・防災委員
会の防災啓蒙活動の一環として企画された「ブ
リヂストン免震体験」のイベントに参加しまし
た。
当マンションの建物は免震構造になっていま
すが、地震（建物の揺れを東北地方太平洋沖地
震:東日本大震災マグニチュード9.0、兵庫県南
部地震：阪神大震災マグニチュード7.3）を再
現したこの度の乗車体験で「免震装置」の効果
を体現できました。
起震車には204名の住民と二匹のワンちゃん
が乗車しました。特に子供連れのご家族には免
震体験車の乗車は好評で、家族でのその日の会
話になり、防災に対する意識が一段と高まった
という声も後日お聞きしました。
体験学習の重要性を認識できた一日であり、
防災に対するコミュニティーの訓練がますます
必要（訓練回数といろんな方面からの取組）だ
と感じた一日でした。
新千里桜ヶ丘メゾンシティ防災委員会
上田 稔
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地域自治協議会
理事会NEWS！
３月～４月
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地区会館（新千里東町会館）については、
現在と同じ価値の範囲で面積を配分するこ
とが想定されています。新たな地区会館の

アダプト）の組成やまち歩きの実施などを
検討しています。
○

仕様に地域のニーズを反映させるため、協
議会が窓口となって対応していくことにな
りました。
○

第81号

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。
原則として毎月第3日曜日10時～12時に新千里東町会館で開催され
ます。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．近隣センター立替移転計画に対
処していくための委員会を設置
○

(奇数月1日発行)

アダプトロード清掃活動の担当窓口を、コ
ミュニティルーム運営委員会から環境委員
会に移管することになりました。

○

この案件を担当する「近隣センター移転計
画対策委員会」を新たに設置します。メン
バーは、公募するほか、公民分館、福祉委
員会、防犯、新聞委員会、シニアクラブ連
絡会、街角広場、３ー３自治会、商店会が
参加します。

東丘版キャンドルロードの実施に向けて検
討するため、準備委員会を設置します。実
施経費については、大阪府・豊中市に補助
金を申請します。

２．各部会・委員会の主な活動
○

まちづくり計画策定部会は、新設マンショ
ン（ジェイグラン）の開発担当者と面会し、
協議会への参加をお誘いしました。今後、
継続的に働きかけていきます。また、協議
会への参加を増やし、自治会加入率を高め
ていくための方策として、クーポン券や会
員カードなどについて検討していきます。

○

昨年、こぼれび通りから千里中央公園に9万
個の明かりがともされたひとコマです。

防災部会は、カセットコンロや無線機等の
資機材や水等の備蓄品を整備しました。今

３．その他（連絡事項）

後、備蓄品や資機材について、個人、各マ
ンション、町全体（地域自治協議会）が、
それぞれ何をどの程度用意しておくのかに
ついても検討していきます。

○ 東丘小学校と第八中学校が、2015（平成27）
年度に50周年を迎えます。東丘小PTAには担
当部会が設けられました。

○

環境委員会は、市と協働で雑木林の整備を
行うことなどについて、市と協議を進めて ○
います。また、2014年度の活動計画として、
自然保全目的の住民の会（仮称；グリーン

協議会の新年度の代議員・理事等の選任を、
協議会に参加する各種団体に依頼しました。
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新千里東町地域自治協議会2013年度総括
２．2014年度以降の課題

１．協議会活動の成果
①

環境委員会を設置し、東町住民の目線で問題
を議論し、その議論の中から結論を導き出し
豊中市に働きかける事が出来た。

① 理事会の進行方法に改善の余地があり。
部会等の報告は事前にメール添付等で簡略化
し、理事会での報告は最低限に留め会議の時

あかしや橋下の件、桜ケ丘メゾンシティに越
境していた木の剪定は大きな成果だったと思
います。

間を短縮する。
その代わり、理事の意見や議論に費やす時間
を増やした方がいいのではないか。

また、まち歩きやこれらの課題の解決策を
通じて、問題解決意識が高まった事も成果だ

②

高齢化、担い手不足、地域活動への参加低下

と思います。

などの問題は依然残っているが、建て替えが
進むにつれ若い年代層の居住者も増えてきた。

②

やる気と熱意にあふれたボランティアの方々
がスタッフとして従事してくれた事で地域活
動に光明が見えた。

今後どうやって地域活動に興味、関心を持っ
てもらえるかの方策を考える事が肝要だと思
います。

③

HPが即時対応で更新されるようになり、更新
回数も増えた。

④

防災部会の主導で避難訓練を実施出来た。今
回は部会メンバー+αの参加のみだったが、
検討課題も見えてきたので、今後はそれらを
踏まえて規模を拡大していきたい。

⑤

また防災部会にて防災備蓄品の購入を進め、
東丘小学校体育館地下倉庫と職員室階段下の
防災資材倉庫に備蓄する事が出来た。今後は
個人、各自治会に啓蒙活動を行うと同時に、
自助、共助、公助(各家庭、自治会単位、協
議会)の範囲を明確にした上で追加購入を検
討していく。

長谷池の清 掃活動を終え、 豊中広報 番組・か たら
いプラザの取材に応じる小川浩一自治協議会会長

③

住民の間では地域自治協議会の認知度はまだ
低いものの、環境委員会での成果は誰の目で
見てもわかりやすい成果だと思う。したがっ
てここに力を入れる事で協議会全体の認知度
が高まるかもしれない。

④

HP、掲示板、ひがしおか等、いかに地域住民
に告知、周知していくかが今後も課題。

⑤

協議会の事業実行、担い手である部会編成が
担い手不足から、一部の理事、事務局に過度
の負担が掛かってしまっている。また会議の
顔ぶれがいつも同じで出席者に偏りがある。

⑥ 夏祭り関連の会議は多過ぎたように思う。もっ
と簡略化しても問題なく開催出来ると思う。
⑦

いくつかの自治会に於いて孤独死が引き続き
発生している。
町全体の問題として、なんらかの対策が必要
だと思う。

⑧

１丁目マンションに於いて自治会活動、協議
会活動に参加して頂けるよう、引き続き努力
していく。
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方の意見を集約させたいと思っております。
地域の皆さまにも是非興味を持って参加して頂け
昨年の春、初めてこのような地域活動に参加し、 ましたら幸いです。
会長職を賜ったわけですが、不慣れな事もあり最
また防災部会に於いては避難訓練の実施と防災
初は戸惑いの連続でした。
備蓄品の購入を進めました。小さな一歩ではある

2013年度総括と今後の抱負

しかしながら、日々いろんな方達と地域活動を
行っていくにつれ、実に多くの方々の献身的なご

かもしれませんが、非常に大きな一歩を踏み出せ
たと思っております。安心、安全、住みよい町を

尽力によって、地域の安心、安全が守られ、住み
よい町が実現していると学びました。

さらに実践していくために、今後も防災部会内に
て協議を進めていきたいと思っております。

毎月のアダプト清掃、夏祭り、地域の運動会、
文化祭、敬老の集い、防犯夜警、見守り隊・・・

町が出来て約50年。マンションの建て替えは進
んでおりますが、あちこちに老朽化した箇所もあ

実に多くの方々がボランティアで参加してくださっ
ています。本当に素晴らしい町だと誇りに思って

ると思いますし、高齢者の方には負担になる道路、
階段もあるかと思います。

います。
地域協議会活動においては、環境委員会を設置
した事が大きな成果だったと思います。協議会の
メンバーだけではなく、地域の方たちも参加した
「まち歩き」。その「まち歩き」の中で気付いた
危険箇所等を議題として取り上げ、議論を尽くし
豊中市に要望書を提出し環境整備を行いました。
中立、公平、透明性を保ち、今後はさらに多くの

小さなお子様から高齢者の方たちまで。皆が住
みよい町だと実感出来るよう、今後も皆さまと一
緒に邁進していきたいと思っております。
どんなに些細な事でも結構です。地域自治協議
会に訴え、お伝え下さい。共に考え、共に行動し
ていけたら、これほど素晴らしい事はありません。
新千里東町地域自治協議会会長 小川浩一

新千里東町地域自治協議会
広 報 部 会
コミュニティ活性化
まちづくり
計画策定部会 高齢者問題

防災部会
新千里東町会館運営委員会
コミュニティルーム運営委員会

代議員

総 会

理 事
役 員

理事会

監事

事務局

東町交流室運営委員会
環境整備運営委員会
近隣センター移転計画対策委員会
東丘小学校芝生委員会
夏祭り実行委員会
新春交歓会実行委員会
新設予定の
委員会

キャンドルロード準備委員会
自然保全委員会（仮称）
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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子どもと一緒に考える
ガールスカウト61団では、
「3月11日を忘れません」を合言葉に、震災地復興
への願いとともに、いざという時私達に何ができる
か、体験しながら考えました。モットー「備えよ常
に」を実感した一日でした。
（3月9日千里中央公園にて）
水でできるアルファ米は
テントだとすぐ立てら 一時間で出来上がり！「思っ
れ る し 、 雨 や 風 を し の たよりおいしい」
げるね。

○募金に協力
○小さい子と遊ぶ
○お年寄りを助ける
○けがをしないよう
に、気をつける

2025円の募金は、
市社協から被災地
へ。

燃える物を集め、か
まどで汁ものを作っ
たよ。冷めないように紙や段
ボールで保温。
○かまどの隅でケーキ作り
○牛乳パックでホットドッグ
○重曹とペーパーでお手ふき
○火を使わずにお湯沸かし
「岩手県大槌町の今」
復興までの道のりは遠い。
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5月は、防犯総会の月。皆様のご協力で一年間平穏無事に活動
できたことを感謝しながら、今年度に向けて準備を進めていま
す。新しい役員も加わり、気持ちも新たに「安全・安心東町」
を目指します。一層のご協力をお願いいたします。（役員一同）

青パトで地域をぐるっと、ひと回り
青パトについてはどなたも一
度はごらんになったことがあると思いますが、
豊中市内にある27の防犯支部を11のグループに
分けて、毎日交代で自分の受け持ちの地域を車
でパトロールしています。
ですから約一か月半に1回
の割合で乗務します。
我々東丘支部の場合は
東町、北町、上新田の3地
区を受け持っており、こ
の3地区を午前と午後それ
ぞれ一回ずつ巡回します。
パトロールと言っても
時速15㎞位の超低速で運
転しますので、普通の運
転とは違ってバックミラー
を見ながら後ろの車が詰まってきたら、左に寄
せて先に行ってもらったり結構神経を使いなが

ら運転しています。
安全運転が至上課題ですので、疲れた時は一
度休憩を取って頭を冷やしてから、又 パトロー
ルに戻ります。
防犯支部ではこの青
気付
け
あん
パトに乗って頂ける方
たの や～
こと
を、サ ポータ ーとし
その やで
て募集しております。
バッ
グ～
車の運転が好きな方
ならば、楽しいボラン
ティアになるのではな
いかと思います。サポー
ターとしてご協力いた
だける方は、連絡くだ
さい。

防犯東丘支部 支部長 和田 彪
東町交流室 06-6834-2999

このたび、引越しのため東丘
こども安全みまもり隊活動を辞
められることになりました。
「寒い日、暑い日、雨の日」
も長い間みまもり活動を続けて
くださいました。本当にご苦労
様、ありがとうございました。
感謝いたします。
川端 雅章さん

東丘こども安全みまもり隊より

《川端さんより》
10年間、子ども達が元気に帰ってくるのを見る
のが一番嬉しかったです。病気でしばらく休んだ
時は、「うちの子らは無事に帰っただろうか？」
といつも気になりました。子ども達からもらった
感謝状は、今も大切にしまっています。
東町から離れますが、これからも子ども達がい
つも元気で登下校できることを祈っています。

これは、千里中央駅周辺の路上に貼られた禁
煙ステッカーです。3月20日、豊中市は中央駅
周辺路上を喫煙禁止区域に指定しました。こ
れに伴い、道路など屋外の公共の場所でたば
こを吸うことや、 火のついたたばこを持つこ
とが禁止となります。
※ 指定区域内を市職員が巡回し、違反があっ

た場合には改善を指導。指導に従わない場
合には２万円以下の過料を徴収。

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５月・６月の行事・催しのお知らせ

福福福福 祉祉祉祉 委委委委 員員員員 会会会会
子子子子 どどどど もももも 教教教教 室室室室

平成25年度
総 会

5月18日（日）
午後1時～3時

東町会館

25年度の決算報告と26年度に向けた役
員や年間事業計画案を審議します。

第1回理事会

5月18日（日）
総会の後半に開催されます

東町会館

協議会発足3年目。昨年度実績の上に
今年度の課題に取り組んでいきます。

第2回理事会

6月15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。申込不要

第３火曜日
午前10時～12時

5月20日
6月17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

5月休み
東町会館
6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

毎週火曜日
午前10時～12時

5月13,20,27日
6月 3,10,17,24日

東町会館 専用電話 0 6 - 6 8 3 4 - 9 4 4 8
管理人室

子ども囲碁教室

第１第３水曜日
午後3時～4時半

5月7日 21日
6月4日 18日

将棋も出来ます

理科実験教室

5月第5土曜日31日午前10時～ お砂糖の変化・カルメ焼き
6月第2土曜日14日午前10時～

科学で遊ぼう

5月第4土曜日24日午前10時～ ちりめんモンスターを探せ
6月第4土曜日28日午前10時～ カラーペン色素の分析

子育てサロン
つくしんぼ

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動

グリーンマップ

第２水曜日
午後3時～

5月14日 マップに記入し始めました。
6月11日

土と親しむ

第４水曜日
午後3時～

5月28日タマネギの出来映えはいかに
6月25日じゃがいもの育ちはどうかな

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 5月25日(日)
清掃
6月22日(日)

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。

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 5月14日(水) 23日(金)
午後1時～4時 6月11日(水） 27日(金)

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おこないます

東町の環境に関する皆様のご意
見をぜひお聞かせください。日
ごろ何気なく歩いている道もご
一緒に歩いたらなにか発見でき
るかもしれません。
ご参加の
お申し込みやお問い合わせ先
東町交流室（月、木曜日休み）
まち歩き終了後、東町会館2階で1時間ほど発表会を行います。

主催：新千里東町地域自治協議会・環境委員会

ＴＥＬ：0 6 - 6 8 3 4 - 2 9 9 9
10時～12時 14時～16時
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