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11月14日(土) 14時～17時、

15日(日) 10時～15東

丘小学校体育館・運動場

地域の皆様の作品展示を行い

ます。ご準備のほどよろしくお願いします。

＜作品展示種目＞

書道、絵画、写真、手芸、その他（木彫り,押

し絵,木目込み,編み物,洋裁,人形,刺繍,造花,

その他）手作り作品

秋の講座のご案内

講座名：初心者向け！ 楽しい竹細工教室

面白い竹細工を体験します

★ 講 師：河村 英紀さん(竹細工アドバイザー)

グランドメゾンにお住まいです

★ 日 時：第1回 10月24日 (土)

「からくりネズミ」

第2回 10月31日 (土)

「面かぶり人形」

★ 場 所：新千里東町会館 2階集会室

★ 費 用：1000円（2回分の材料費）

★ 準備物：はさみ

お問い合わせ 寺村（0 9 0 - 1 0 2 9 - 4 6 4 8）

早田（0 9 0 - 3 0 5 6 - 5 9 0 1 )

☀ 東丘ふれあい運動会 ☀

10月18日（日） 9時30分～15時30分

東丘小学校運動場（雨天 10時～ビンゴ大

会小学校体育館にて）

個人種目と団体種目があります。幼児から

高齢者まで、どなたでも参加できます。団体

種目では、各自治会や団体対抗の種目以外に、

当日に参加申し込みのできるものもあります。

締めくくりはビンゴゲームです。

運動会のプログラムは事前に配布いたします

ので、奮ってご参加ください。

7月2日～7日 七夕笹飾り

千里竹の会が「ひがしまち街

角広場」の前に3本セットして

くれました。7月25日のカレー

パーティーのキャンプファイヤー

の火とともにお星さまにみんな

の願いが届いたはずです。

7月11日(土) 理科実験教室

「ちりめんモンスターを探せ」

私たちが普段食

べている「ちりめ

んじゃこ」はとて

もきれいなカタクチイワシの小

魚ばかりですが、海から上がっ

た網の中にはいろんな小魚が入っ

ています。これらの総称を「チ

リメンモンスター」と名付けて

います。珍しいものでは「タツ

ノオトシゴ」「ヨウジウオ」

「貝の子ども」も見つけました。

きれいに整理して紙皿に張り

標本のように仕上げました。

7月24日(金)科学で遊ぼう

「今年も飛ばそう水ロケット」

うまく発射でき皆の拍手をも

らっていると隣の発射失敗で頭

から水を被ったり、例年ですが

何とも楽しい?光景があちこち

で見られました。

東丘小学校内

場 所 ：コミュニティルームＡ

受付日時：10月3日（土） 10時

◎ 10時時点で定員20名を超す申込があっ

た場合は抽選になります。

受付

こども教室
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協賛企業様へ

大変残念ながら今年度の夏祭りは警報発令のた

め中止になりましたが、東町住民のために多大な

るご協力を賜りありがとうございました。

幸いな事に翌日の抽選会は多くの住民の方に参

加頂き大変な賑わいをみせ、多くの方たちに楽し

んで頂く事が出来ました。抽選結果に一喜一憂す

る姿を見て、多少なりとも救われた思いが致しま

す。

地域を代表しまして心からのお礼を申し上げま

す。今後とも末長く、変わらぬお付き合いをお願

い致します。

新千里東町地域自治協議会会長

夏祭り実行委員会委員長 小川浩一

東町なつまつり中止と抽選会のご報告

8月8日(土) 開始直前の警報発令により、大変

残念ながら今年度の夏祭は中止とさせて頂きまし

た。祭りを楽しみにしていた皆さまに申し訳ない

気持ちでいっぱいで、今でも残念な思いに包まれ

ておりますが、地域住民の安全を最優先させて頂

きました。事前の準備、当日の準備から翌日の片

付けまで、ご協力頂いた皆さまには労力のみを強

いる結果となりました事をお詫びさせて頂きます。

翌8月9日（日）午前10時より2時間、東丘小学

校内で「お楽しみ抽選会」のみ開催させて頂きま

した。開始前より友達同士で並ぶ子供たち、家族

連れ、親子連れの長蛇の列!!終了までの2時間、

続々と地域の方たちに参加頂き、大変な盛り上が

りとなりました。1等の阪急ホテルのペア食事券2

本2等のせんちゅうパルの食事券6本、3等のセル

シーのお買い物券10本、全て地域の方に当選頂く

事が出来ました。

祭りを楽しみにしていた皆さまにお詫びを申し

上げるとともに、ご尽力、ご協力頂いたすべての

方にお礼申し上げます。

新千里東町地域自治協議会会長

夏祭り実行委員会委員長 小川浩一

午後4時頃から雲行きが怪しくなる

強風に煽られ皆でテントのポールにしがみつく

2015年度・東町なつまつり協賛企業様一覧

三井のリハウス 千里中央店

セルシー会

千里セルシー

せんちゅうぱる専門店会

千里阪急ホテル

新千里東町商店会

生活協同組合コープこうべ

阪急オアシス 千里中央店

株式会社新橋企画

北大阪急行電鉄株式会社

池田泉州銀行千里中央支店

北おおさか信用金庫千里中央支店

医療法人協和会 千里中央病院

岡 歯科診療所

ミニミニＦＣ千里中央北店 ㈱宅都

ファミリーマート 千里中央北店

アシスト学習塾北千里校

株式会社 阪急阪神百貨店千里阪急

豊寿荘 （順不同・敬称略）
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東丘小学校校舎周辺の除草作業
ご協力のお願い

☀ 日 時 ：9月７日（月）8:30～9:30（雨天

の場合は翌日に延期）

☀ 集合場所：体育館前

☀ 作業内容：子どもたちが除草作業を行います

ので、その応援をします。

作業場所等は当日ご説明します。

☀ 持 物 ：除草作業ができる服装、軍手、

タオル、草刈道具（お持ちの方）

虫除けスプレー等

☀ 参加人数：各団体から３名程度ご協力くださ

い。

なお、作業終了後、校庭の芝生の手入れ（芝刈

り・雑草取り・肥料撒き）を行います。お手伝い

いただける方は、学校の作業終了後、運動場南に

ある芝生倉庫付近にご集合ください。以上

東丘公民分館

11月7日（土）開催します!!
東町設立５０周年記念!!

愛する東町の50歳の誕生日をみんなで祝おう!!

☆ 開催時間：１６時～２０時

☆ 開催場所：近隣センター周辺、こぼれび通

り、東丘小学校前通り

＊ 雨天等により中止の場合は翌11月8日（日）

同時刻に順延

＊ 参加費、費用は一切発生しません。

紙コップ、キャンドルはすべて協議会で用意し

ます。紙コップへ絵描きをします。テーマは自由

です。白い紙コップを並べるだけでもOKです。個

人、サークル、団体（こども会など）、自治会単

位での参加大歓迎!!当日の紙コップ並べのお手伝

いのみの参加も大歓迎!!

昨年、10月25日（土）東町として初めて単独で

開催したキャンドルロード。優しいキャンドルの

灯りに照らされた約２万個の紙コップが沿道をあ

たたかく包みました。

昨年大好評だったラーメン、回転焼きはもちろ

ん!!今年は大人な雰囲気でキャンドルを楽しめる

スポットが出現するかも!?

さらに!!今年はフォトコンテストも開催!!

グランプリ賞、スマイル賞、特別賞には素敵なプ

レゼントあり♪ 詳しくはHP、ビラなどでお知らせ

します。こんな楽しいイベント、もうこれは参加

するしかない!! ぜひ一緒にキャンドルロードを

楽しみましょう!!

この日は「千里キャンドルロード」が中央公園、

「セルシーキャンドル」がセルシー広場にて同イ

ベントを同時開催します。東町を含めた三者の協

力により、新千里東町、千里中央地区全体を盛り

上げられたらと思っています。

東町キャンドルの担当部分は近隣センター周辺、

東丘小学校前通り、こぼれび通りとなります。

（今年はもみじ橋通りは含まれておりません。）

個人、自治会、管理組合、こども会、団体、サー

クルなどなど、どういった形での参加も大歓迎で

す!! 問い合わせ先

ramuramunekun@yahoo.co.jp

キャンドルロード実行委員会委員長 小川浩一

箕面吹田線水道幹線設置工事

府道吹田箕面線 千里体育館西側の遊歩

道で大規模な工事が行われています。

大きく成長したクスノキなどが伐採され、

長い年月をかけて培われてきた貴重な景観

が壊されました。（千里体育館西側遊歩道

発進立坑付近 約80m）これは、豊中市・

吹田市の約60万人に水道水を供給している

大阪府水道千里幹線（箕面船場の千里浄水

池～豊中市寺内）のバイパス幹線設置工事

（平成27年～平成31年）です。（水道管は

二重化されます）設置終了後は、みどりの

さんぽ道として復旧される計画です。

詳しくは、東町ホームページのその他ご

案内「千里体育館前で大規模な水道工事が

行われています」（URL http://e-senri.

jp/#water) をご覧ください。

東町キャンドルロード
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「宿泊カレーパーティーin東丘」

7月25日土曜日と26日日曜日

の二日間、ダディーズクラブ、

PTA、子ども教室共催の宿泊カ

レーパーティin東丘が開催され、

子ども199名、大人49名の参加

がありました。

お昼過ぎに5、6年生が集まり、

PTAの方と一緒に野菜の下ごし

らえをします。その後、1～4年

生も集まったところでプールへ

移動、その間にダディーズのメ

ンバーたちが大鍋三つ分のカレー

をつくります。こんなに作って

も子どもたちはみんな平らげて

しまいます。

日が落ちたら恒例のキャンプ

ファイヤー。楽しいゲームや、

ダディーズによるスタンツで盛

り上がりました。宿泊する子ど

もたちは運動場に張ったテント

で就寝、といいたいところです

が、話が尽きなくてなかなか寝

ないグループもあったようです。

翌日もプールでいっぱい泳い

でから解散しました。家に帰っ

たら、そのまま寝てしまったか

な？ （ダディーズ）

踊ったよ！
テントで寝たよ！

泳いだよ！

我が街千里ニュータウン

に、「千里音頭」というご

当地音頭があるのをご存知

ですか？

昭和57年、千里20周年祭

にあわせて作られたもので、

一般公募

の詩に、

いずみた

くが作曲、

歌はデュー

クエイセ

スという

豪華版。

ところが、どの地域でもあ

まり踊られることなく、東

町で当時活躍されていた民

謡クラブの皆さんが東町の

祭りで3年ほど踊られたきり。

日の目を見ないまま、忘れ

去られていましたが、数年

前和太鼓クラブ「八鼓」か

ら復活させようとの声が上

がり、「盆踊り盛り上げ隊」

が当時の民謡クラブの方々

から指導を受けながら、最

初にお披露目をしたのが、6

年前のセルシー納涼祭です。

それ以後、セルシーと東町

で踊り続けています。

特に今年は、セルシー広

場で練習す

る機会を得、

東町以外の

方との出会

いもありま

した。今年

初めて新田

南祭りでも

踊られることになり、東町

からも応援に駆けつけまし

た。

これからも、「♪千里良

いとこ、住みよいところ～

♪」と「千里音頭」で地域

の輪を一層強め、千里っ子

の故郷音頭として親しめる

よう、その輪を広げ踊り続

けていきたいものです。

（盆踊り盛り上げ隊）

「八鼓」と「盛り上げ隊」が

8月15日 セルシー納涼祭

作ったよ！

◆日時：10月31日（土）
9：30～12：30

雨天決行

◆会場：アソカ幼稚園

教室・講堂・園庭

◆まつり：千本引き・魚釣り

・ピザ投げ・

・いろいろすくい

・アスレチック

・駄菓子屋さん

◆バザー：園グッズ（絵本袋など）

手作り品（巾着・小物など）

リサイクル品（制服・おもちゃ

など）

・雑貨（日用品・食器・食品など）

踊れますか？千里音頭
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防 犯

今年も防犯委員を中心に、夏の

合同パトロールを行いました。残

念ながら最終日は雨で中止になりましたが、二日間

で子ども達も含め、延べ90余名の参加があり、元気

に町内を見回りました。

最初はばらばらだった呼びかけも、だんだん声が

揃いだすと、何とも言えない一体感に気持ちもすっ

きり。その上、「拍子木と火の用心の声が聞こえる

と、孫が喜んで、見に行くんだよ」等との声を聞く

とますます嬉しくなります。次は、年末夜警、ぜひ

皆さんも参加してください。

今年も夏の合同パトロール

江戸時代、「町火消し」のおふれに「町中の者は交代で夜番す

べし」という一文があったそうな。東町では今も、拍子木を打

ち鳴らし「火の用心」と声を出してのパトロール。この時代に？

との声も聞こえてきそうだが、残したい音の風景の一つ。

東町の野鳥たち

《噂の白いカラス》

何かと嫌われる事も多いカラス（笑）

今月号は東町で話題になっている珍しいカ

ラスの紹介です。

ハシボソガラスが部分白化したものだと

思われますが、全身白化ではなく、実に奥

ゆかしく部分白化しています。羽を閉じて

いる時よりも飛んでいる時の姿が美しく、

白と黒のコントラストが実に見事な神々し

さを醸し出します♪ 場所は千里中央公園。

アテもなくブラブラと出掛けても大丈夫!!

中央公園に犬の散歩に来ているみなさんが

詳しいので、現地で聞いてみて下さいね

(^-^)/ 小川 浩一

◆ニュータウンが狙われている◆

振り込め詐欺・架空請求詐欺・還付金詐欺

に注意してください

◆はっきりしない請求は

無視してまず相談！

◆すぐに

振り込まない！

交番から

◆7月発行の保存版「ひがしまち」

に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①2P メゾン千里の建設年1971年→1970年～1973年

②3P 協議会の活動組織

誤 防犯委員会→正 防災委員会

③13P 千里竹の会 誤 活動日(3－3広場)→

正 毎週木曜日、毎月第2第4土曜日

午後1時30分～3時30分

④13P 芝生委員会 （ホームページアドレス）

正 http://lawn-higashioka.jimdo.com/

⑤16P 東丘地域子育て支援センター

誤 6858－2275→正 6872－6030

緊急速報メールも届きます
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