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まち協 Bブロック新聞 

 

 

 

 

生野南ふれあい協議会  (生野南小学校下の地域) 

 生野南ふれあい協議会は、平成 24年 12月 7日に設立しました。 

今迄に培ってきた多くの町会の人達との関り、人と人との絆を大切にこれからも 

愛されるまちづくりに専念したいと思っております。よろしくお願い致します。 

 

西生野まちづくり協議会   (西生野小学校下の地域) 

 西生野まちづくり協議会は、平成 25年 2月 16日に設立しました。 

協議会では、住みよい明るく楽しいまちづくりをしていきたいと思っています。 

多くの住民のみなさんの参加をお待ちしています。 

 

生野地区運営委員会   (生野小学校下の地域) 

 「生野地区運営委員会」は、平成 25年 2月 24日に設立総会を行いました。 

“安住のまち”の実現を願って、みんなでちからを併せて参ります。 

どなたでも、参加していただける仕組みになっています。「どうぞ……」 

 

 

舎利寺まちづくり協議会   (舎利寺小学校下の地域) 

 舎利寺まちづくり協議会は、平成 25年 3月 1日に設立しました。 

協議会では、これからも楽しくすごせるまちにしていきたいと思っています。

多くの住民のみなさんの参加をお待ちしています。 

 

林寺まちづくり協議会   (林寺小学校下の地域) 

 林寺まちづくり協議会は、平成２５年３月８日に設立しました。 

地域の各種団体・住民相互の絆を深め、みんなで地域の活性化、地域福祉の推進、

地域課題の解決に取組み、活力あふれる林寺地域をめざしています。 

 

 

田島まちづくり協議会   (田島小学校下の地域) 

 田島まちづくり協議会は、平成 25年 3月 30日に設立しました。 

田島良い町、人情の地域、義理を忘れず 

まちづくり、初心を貫きやったるで。 

理事長 石川 好一 

理事長 飯田 外茂治 

理事長 梶田 正夫 

理事長 中山 巖輝 

理事長 蒲田 益幸 

理事長 岩井 徳次 

田島まちづくり協議会 プールカーニバル 

 

 

 

林寺まちづくり協議会 林寺校下盆踊り大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まち協 B ブロック新聞は、生野区西南部の６つの地域(生野南、西生野、生野地区、舎利寺、林寺、田島)の
まちづくり協議会で共同発行しています。 
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８月３日（土）林寺校下盆踊り大会を開催しました。 

子どもたちを中心にして「林寺音頭」から踊りが始まり、夜の９時半まで踊りの輪が 

続きました。９つの町会に依る模擬店も大盛況のうち完売しました。 

ご参加いただいた皆様方、本当にありがとうございました。 

 

 

7 月 27 日(土)・28 日(日)に世代間交流(プールカーニバル)を開催しました。 

多数の児童が参加し、楽しい 2 日間でした。来年度も開催する予定です。 

田島小学校の児童はだれでも参加できます。(事前にお知らせを配ります) 

  

来年度も開催予定です。 

開催場所 田島小学校 
 

 
田島まちづくり協議会のブログ  http://blog.canpan.info/tashima/ 

イベント情報をブログでお知らせしています。詳細は田島地域活動センターまでお問い合わせください。 

←QR コードで携帯からブログを見る場合は、別途パケット通信料がかかります 

 

地域活動協議会(生野区ではまちづくり協議会と呼ぶ)は、おおむね小学校区を基本単位として、
その区域内に住んでいる人、働いている人などたくさんの人が広く参加し、みんなで考え話し合っ
て地域課題の解決に取り組み、住みよい地域のまちづくりを自分たちの力で進めていくものです。 

 

生野区に地域活動協議会(まちづくり協議会)を設立しました！ 
 

 
 

B ブロックについて 
 生野区では、今里筋と勝山通で東西南北を区切り、A・B・C・D の４地域に大きく区分けし、地域課

題や広報の話し合いを定期的におこなっています。なお、今回創刊の『まち協 Bブロック新聞』は、まち

づくり協議会の広報紙として、生野南・西生野・生野地区・舎利寺・林寺・田島の６地域(B ブロック)の

共同発行となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 林寺まちづくり協議会のブログ  http://blog.canpan.info/hayashiji/ 

イベント情報をブログでお知らせしています。詳細は林寺センターまでお問い合わせください。 

←QR コードで携帯からブログを見る場合は、別途パケット通信料がかかります 

 

田島まちづくり協議会の事務所・問い合わせ先  

 

 

生野区田島 4-20-3 田島地域活動センター  

☎ 06-6752-4400 

林寺まちづくり協議会の事務所・問い合わせ先  

 

 

生野区林寺 2-16-3 林寺センター 

☎ 06-6712-8640 

 

 

http://blog.canpan.info/tashima/
http://blog.canpan.info/hayashiji/


 
 

生野南ふれあい協議会 なかよし大運動会 

 

 

 

 

 

 

生野地区運営委員会  年間行事計画  平成 25 年度 

 

西生野まちづくり協議会  西生野納涼盆踊り大会 

 

 

 

舎利寺まちづくり協議会 年間行事計画  平成 25 年度 

 

 

 

 

来年度も開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 開催日時：平成 25 年 8 月 1 日(木)～2 日(金)  西生野まちづくり協議会・社会福祉協議会主催 

両日を晴天に恵まれ開催することができました。地域の人たちには、待ちに待った納涼盆踊り大会。 

8 月 1 日(木)は、江州音頭泉北秋月会の 15 名のメンバーによる江州音頭・河内音頭の歌にあわせて楽しく踊

り、観客の方々も楽しみました。区役所の方々も出店を出していただき、子どもさんたちにも好評で、地域か

らの出店も 10 店舗参加していただきました。8 月 1 日～2 日の両日で、踊り子 270 名、子ども参加 561 名、観

客、まちづくりメンバー、各種団体の合計参加者 2000 名でありました。 

今後より多くの地域の方々にまちづくり協議会の活動や事業に参画していただけるよう努力していきます。 

 

開催場所 西生野小学校 
申し込み不要。 

どなたでもご参加いただけます。 

 

生野地区運営委員会の事務所・問い合わせ先   

 

ふれあい喫茶  第 ３土曜日  13:00～15:00  (なくなり次第終了) 

高齢者食事サービス  第 ２・４土曜日  (会食) 

子育てサロン  第 ２水曜日  10:00～12:00  

名画シアター  第 １ 金曜日  13:00～15:00 

 毎月開催 
 

12月   クリスマス会 

12月   歳末夜警 

1月   餅つき大会 

1月   ぜんざい会 
(事前に町会長へ問い合わせ) 

2月   グラウンドゴルフ 

 

7月   ふれあい夏祭り 

10月   敬老大会 

11月   子ども大運動会 

 

 毎月開催 
 

その他には、防犯防災、花作りについても取り組んでいます。  
 

 

11月   高齢者の集い 

12月   クリスマス会 

12月   歳末夜警 

1月    餅つき大会 

 

 4月  桜まつり 

 

 9月  たそがれフェスティバル 

9月  げんき教室 

9月  敬老会 

 

 

生野地区運営委員会のブログ   http://blog.canpan.info/ikunochiku/ 

イベント情報をブログでお知らせしています。詳細は生野会館までお問い合わせください。 

QR コードで携帯からブログを見る場合は、別途パケット通信料がかかります→ 

 

ふれあい喫茶   第４土曜日 12:00～14:00 (12月はクリスマス会) 

高齢者食事サービス   カレンダーで２週目の火曜日と水曜日  (会食) 

いきいき教室 (介護予防教室)    第３金曜日 13:30～15:00 

子育てサロン にこちゃんクラブ   第３木曜日 10:00～11:30  

 

西生野まちづくり協議会の事務所・問い合わせ先   

 

西生野まちづくり協議会のブログ http://blog.canpan.info/nishiikuno/ 

イベント情報をブログでお知らせしています。詳細は西生野会館までお問い合わせください。 

←QR コードで携帯からブログを見る場合は、別途パケット通信料がかかります 

 

まち協 B ブロック新聞は、生野区西南部の６つの地域(生野南、西生野、生野地区、舎利寺、林寺、田島)のまちづくり協議会で共同発行しています。                          平成 25 年 9 月発行 第 1 号 
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生野区生野東 3-10-31 生野会館 

☎ 06-6731-0357 

 

舎利寺まちづくり協議会の事務所・問い合わせ先   

 

舎利寺まちづくり協議会のブログ   http://blog.canpan.info/shariji/ 

イベント情報をブログでお知らせしています。詳細は舎利寺会館までお問い合わせください。 

QR コードで携帯からブログを見る場合は、別途パケット通信料がかかります→ 

 
生野区勝山南 4-13-1 舎利寺会館 

☎ 06-6712-9100 

 

来年度も 

開催予定です。 

 

4 月 21 日(日)に開催された第 36 回なかよし大運動会は、前日の雨の為１時間遅らせての開会となりました。 

生野南地区は 14 の町会で構成され、老若男女を問わず約 1100 名が参加されました。   

プログラムの中には町会対抗競技があり、それぞれ町会ごとに得点を競い合い特に最終種目の町会対抗リレ－

は最大の盛り上がりです。一喜一憂の光景に、生野南地区の方々の地域を愛する心構えを、ひしひしと感じます。  

運動会は 36 年続く間に、昔参加した子どもたちが、いまは運動会を運営する側の大人となりました。 

継続することの大切さを感じながら、「来年も又楽しみに！」の合言葉を交わしあうフィナ－レを迎えること

ができました。 

 

 

 

開催場所  
生野南小学校 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 生野南ふれあい協議会のブログ http://blog.canpan.info/ikunominami/ 

イベント情報をブログでお知らせしています。詳細は生野南会館までお問い合わせください。 

←QR コードで携帯からブログを見る場合は、別途パケット通信料がかかります 

 

生野南ふれあい協議会の事務所・問い合わせ先  

 

 

生野区林寺 6-2-6 生野南会館 

☎ 06-6713-9974 

生野区生野西 4-4-16 西生野会館 

☎ 06-6712-2858 

 

 

http://blog.canpan.info/ikunochiku/
http://blog.canpan.info/nishiikuno/
http://blog.canpan.info/shariji/
http://blog.canpan.info/ikunominami/

