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豊中市東部の13公民分館では、

毎年、スポーツ大会を開催し、

ファミリーバドミントンとグラ

ンドゴルフの2種目を通じて、分

館の親睦を図っています。(5/11)

これまで、両競技とも優勝に

は程遠い存在でしたが、今年は

グランドゴルフで素晴らしいス

コアをマークした東丘チームが

優勝できました。

《東部ブロック

スポーツ大会に参加して》

会場の第9中学校に向かう車窓

から街路樹のみずみずしい若葉

と朝日に輝く水滴が緑に映えて

とても新鮮でした。そんな好天

に恵まれたグランドで私達東丘

チームは一人ひとりが緊張感に

包まれながらも楽しくプレーに

集中し、勝利することが出来ま

した事を大変うれしく思ってい

ます。そこには、東丘公民分館

関係者皆様のお力添えがあって

の事と心からお礼を申し上げま

す。これからも、地域住民の親

睦と住み良い町を目指して微力

ながらお手伝いできることを願っ

ています。 （東丘チーム）

6月7日、曇り空の朝、堺市に向けて出発。

近いけれどあまり知らないという意見が出て企

画した社会見学。堺のボランティアガイドさん2

名による手厚い街並みガイドでスタート。

市役所21階展望ロビーか

ら見る堺の街並み。あいに

くの曇り空で淡路島は見え

ませんでしたが、堺と言え

ば仁徳天皇陵（日本最大の

前方後円墳で全長486m、宮

内庁が管理）。

堺市博物館にて陵の内部や

展示物を鑑賞。

天皇陵を世界文化遺産に登録しているという堺の

街は、活気にあふれていました。

ランチの後は、有名な刃物等伝統文化の宝庫堺

伝統産業館、阪堺電車が走る400年の歴史ある町

並み、樹齢1100年織田信長ゆかりの大蘇鉄がある

妙国寺、最後に堺市立文化館、与謝野晶子文芸館、

アルフォンス・ミュシャ館を見学。与謝野晶子の

自筆資料などから母で

あり女性解放思想家で

ある晶子をいろんな角

度から説明していただ

くなど、堺の伝統文化

に触れることができた

実り多い社会見学でし

た。

伝統・歴史がある堺

とは正反対の千里ですが、これからの私達がしっ

かり築き上げていかねばと思いました。

ご参加の皆様ありがとうございました。

上田英夫 西村マリコ

寺西多恵子 野崎重次

中島安浩 松田ケサ子

中島キヨ 遠山孫七

チームメンバー

今回の講座「カローリング」

は、氷上のチェスと言われ、カー

リングを室内版に改良したもの

で、ストーンの代わりに、底面

に３つの車輪がついたプラスチッ

ク製の円盤「ジェットローラー」

を使用します。子どもから高齢

者・障害のある方まで一緒に気

軽にプレーできるのが特徴のレ

クレーションスポーツです。

一回目（5/17）は、東丘ダディー

ズ主催の新入生歓迎行事と同日

開催ということで、小学生やダ

ディーズ等約50名の参加。

二回目（5/31）は、一般参加

の家族に加え、サッカークラブ

の子ども達、第一回に参加した

リピーターの子ども達40名。

なかなか得点が取れませんで

したが、しばらくするとコツを

つかみ、ポイントゾーンをゲッ

ト、得点の数え方もマスター。

家族対抗・大人子ども対抗戦

など、時間いっぱい体験し楽し

んでいただきました。

これからも継続したいとの声

もあり、用具の購入も含めて検

討していきたいと思います。
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地域自治協議会

理事会NEWS！

5月～6月

○ 昨年度に引き続き、毎月第3日曜日10時〜12

時に協議会の理事会を開催します。

○ 事務局長に山田さんが選任されました。

○ 毎月第2月曜日19時から役員・事務局会議を

開催し、理事会の案件を調整します。理事

会で取り上げたい案件がある場合は、この

日までに事務局にお知らせください。

○ 今年度の夏祭りは、8月23日（土）に開催し

ます。雨天の場合は中止とし、開催決定後

の急な降雨時は、模擬店の数を減らし、歩

廊を利用して実施します。

○ 8月3日（日）19時から、拡大実行委員会を

開催します。

○広報部会は、協議会ホームページの構成見直

しと掲載ルールについて検討中です。

○まちづくり計画策定部会は引き続き、千里中

央地区の商店・企業等との連携策や、新築マ

ンションの協議会への参加呼びかけに取り組

んでいます。

○東丘版キャンドルロードの実施準備を進めて

いくため、実行委員会（委員長＝事務局・武

藤さん）を立ち上げました。また、大阪府

の補助金を申請し、交付が決定しました。

○ 防災部会は引き続き、防災訓練や備蓄品の

整備等に取り組みます。今後、具体的な実

施計画を検討していきます。

○ 環境委員会は、5月と6月に各1回、新千里東

町公園と千里中央公園周辺のまち歩きを実

施しました。今後、課題を整理し、対応を

検討していきます。

○ 近隣センター移転計画対策委員会は、近畿

大学建築学部・鈴木教授の参画を得て、地

域住民にとってより良い計画となるよう、

市や府に働きかけていくための検討を進め

ています。

○東町交流室（東町郵便局の東二軒隣）の

サービスをご利用ください（℡ 6834-2999）

・各種サロンの参加申し込み

・教室の開設相談

・会場の申し込み

・文書の大量印刷

（コピー1枚5円～・

ラミネート加工1枚50円～）

○交流室ボランティア募集
交流室での仕事を手伝っていただける市民ボ

ランティアを募集中です。一部の仕事は、さ

さやかながら謝金が支払われます。

お気軽にお立ち寄りください。

昨年度に続き今期

も会長職を務めさせていただく

事となりました。常々、安心・

安全・住みよい町の理念のもと、

防犯・防災・福祉が大切である

という事がモットーですが、今

期は特に自然豊かな東町の環境

整備を実践しつつ、その過程の

中で環境学習にもつながるよう

な活動も行っていければと思っ

ております。「竹林まつり」や

｢まち歩き｣を通じて学童児童だ

けではなく、親子さんと一緒に

楽しみながら学べるような活動

です。また高齢者の方や身体に

障害を持った方達への支援はも

ちろんですが、長年介護に携わっ

ている介助者の方たち

への支援も行っていければと考

えております。地域の人たちの

事は、地域全体の事として考え、

一緒になって取り組んでいける

優しい町でありたいと思ってお

ります。

一年間、どうぞよろしくお願

い致します。

新千里東町地域自治協議会 会長 小川 浩一

１．2014年度の理事会の運営

２．夏祭りの実施計画

３．各部会・委員会の主な活動

４．その他

《東町会館使用料》

一般（400円/時～1200円/時）

東町諸団体

（200円/時～400円/時）

2014年度地域自治協議会 総会開催

5月18日、新千里東町地域自治協議会の第3回総会が開かれました。

2013年度の事業と決算の報告、規約の改正、2014年度の役員の選任

と、事業・予算について承認されました。

会長 小川浩一（ＯＰＨ）

副会長 橋本宏三（あかしや）赤井知之（ダディーズ）河野昭一（3-3）

会計 勝久恭子（桜ケ丘） 清水千緋（新聞委員会）

監事 上田 稔（桜ケ丘） 桑原茂樹（グランドメゾン）
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１．まち歩きの実施
＜5月17日（土）＞ 東町公園付近コース

もみじ橋通り～東町公園脇竹林～長谷池～こぼれび通り

いい天気に恵まれ、1時間程かけて歩きました。

いつも利用している道やあまり利用していない道を

安全・安心の視点で意識して歩いていると、普段何

気なく通っている道に課

題があることや、歩車分

離が出来ている東町がど

れだけ素晴らしい町であ

るか等、再確認できまし

た。

＜6月14日（土）＞ 千里中央公園周辺コース

あほんだら獅子～安場池～展望台

千里中央公園はいくつかの地域から沢山の人たち

が利用する公園の為、現状を確認するという目的で

実施しました。

あほんだら獅子の名前の由来や、周辺の景色の移

り変わりの話から始まり、安場池の整備による生態

系への影響の意見交換

や歴史の話、最後は展

望台の今昔の様子を聞

きながら展望台に登り、

千里の景色を眺めまし

た。

～2回のまち歩きを終えて～

まち歩き後に東町の良さ、課題について意見交換

をしました。これらの課題をもとに、皆様のお声を

聞きながら、より住みやすい東町にするために活動

していきたいと思っております。

ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

長い間工事が途中でしたが、もみじ橋通り赤ポス

トの対面にあるスーパー

防犯灯のバリアフリー工

事が完了いたしました。

長い間ご不便をおかけい

たしました。

２．バリアフリー工事完了

東町公園で自然環境を守っていくメンバーを

募集しております。知識・経験がなくても大丈

夫です。汗をかきながら、楽しく活動してみま

せんか？ご興味のある方は交流室まで是非、お

問い合わせください。（06-6834-2999)

＜訂正いたします＞

81号の「ひがしおか」にて大募集の中に「自然保全委

員会」とありましたが、「委員会」ではなく環境委員

会活動の一環としての「緑保全の会（仮称）」です。

申し訳ありませんでした

環境委員長 和田 園子

３．緑保全の会（仮称）の

メンバーを募集しています！

環境委員会活動報告

防災部会活動報告

5月25日(日)新年度の第一回防災部会を開催

致しました。部会長に河野希望さん(UR都市機

構)、副部会長に河野昭一さん(3-3)と北島和久

さん(アーバンライフ)が互選により選出されま

した。今年度の活動目標は東町独自の防災マニュ

アル作成、昨年12月に実施した避難訓練よりも

規模を拡大した避難訓練の実施、防災備蓄品の

追加購入の検討となっております。

各家庭で無理のない

範囲で備蓄頂けるよう

啓蒙活動を行うととも

に、各自治会での備蓄

品リストの最新情報を

チェック。それらを踏

まえて協議会として備蓄するものを検討、必要

であれば追加購入してまいります。

いつ巨大災害が起きても対応出来るよう、各

家庭に於かれましても、無理のない範囲での備

蓄をお願い致します。

新千里東町地域自治協議会会長 小川浩一

私達の町は私達の手で

地域自治協議会のホームページ

URL:http://higashioka/jimdo.com
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超スピードで歩道を走る自転車に、ド

キッとしたことはありませんか？ 歩道

は歩行者優先です。

速度を落とし、声を

かけて追い越してほし

い。特に、朝夕急いで

走る、お母さん。

「子どもが寄り付かなかった公園、茂った周りの木の伐採で
子どもが遊ぶようになった」との報告。東町には遊び禁止とい
う公園もありますが、子ども達が自然と触れ合いながら、のび

のび遊べる場所作りも今後の課題。防犯の役割は？

近頃「怖いなあ」と思うこと

《囲碁・将棋教室》
しばらく落ち着いて囲碁や将棋ができていなかっ

た教室ですが、師匠達のご努力によって平常に

戻りました。初心者がよく理解できるように、

子ども向け碁盤で丁寧な指導を受けています。

《科学で遊ぼう・理科実験教室》
毎月楽しい実験を通して色々と勉強できている

ようです。細かい作業も楽しそうです。5月には

東丘小学校で行われた全国規模の「理科の王国」

で2ブースを受け持ち、いつも参加している子ど

も達が手伝ってくれました。

《グリーンマップを完成しよう》
いよいよ最後の仕上げの段階に入りました。

完成が楽しみです。

《土と親しむ》
指導管理してくれる人がいなくなって四苦八苦

しながら頑張っています。今年は、北校舎の耐

震工事が始まり、秋まで畑作業ができなくなり

ます。サツマイモは学校の畑を借りて植える予

定をしています。

子ども教室

《防犯東丘支部の総会開催》
5月24日、各自治会・各種団体から選出された

防犯委員約50名の参加で2014年度の総会が行わ

れました。「東町は安全な町」との思い込みが

危険。常に「もしかしたら」の緊張感を持って

防犯活動を進めていきましょうと確認。

《夏のパトロール》
今年も夏の合同パトロールを行います。

日程：7月25日（金）8月1日（金）8月8日(金）

午後7時50分、交流室前集合

最近、子ども達の参加も増えてきました。親子

での参加も大歓迎です。

歩きながら、自転車に乗りながらのメールや電話

は大変迷惑です。大きな事故にも繋がります。

「先日も自転車事故で

数千万円の賠償金を

請求されたんだって。

電話しながら自転車

に乗っていたそうよ」

「学校とはちょっと違う教室だよ」

スピード出しすぎ自転車こわーっ！

歩きスマホに自転車スマホ
こわーっ！
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