
まちづくり協議会 巽４地域合同広報紙

たつみだよりたつみだより<第２号>

地域 参加人数 地域 参加人数

北鶴橋 294 東小路 171

鶴橋 175 北巽 271

御幸森 114 巽東 148

東桃谷 198 巽 254

勝山 163 巽南 210

舎利寺 210 青色防犯パト 4

西生野 136 わがまち２班 8

生野 220 出発式 6

田島 229 地域合計 4053

生野南 294 警察 70

林寺 151 消防 25

中川 207 区役所 39

東中川 360 市青パト 3

小路 230 総合計 4190
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　どちらの子育てサロンも民生委員さんや主任
児童委員さんが中心となって運営しています。
　手作りおもちゃで遊んだり、遊具で遊んだり、
保育士の方に応援に来ていただいたりそれぞれ
親子で楽しんでいただけるよう工夫しています。
　子どもたちの遊び場としてだけではなく、お
母さん方が顔見知りとなって親子の自然な交流
が生まれたり、スタッフに子育ての相談をして
いる方も居られます。
　お住まいの地域だけでなく、どこの子育てサ
ロンに行っていただいても結構です。

北巽　　　　ポットほっと
日時　　　　第２火曜日 １０：００～１２：００
場所　　　　生野区子ども・子育てプラザ
問合せ 　　民生・主任児童委員
           　　浅田さん　電話：０６－６７５１－４２６３
           　　松田さん　電話：０６－６７５２－９６２７

巽　　　　　 ちゅうりっぷ
日時　　　　第２火曜日 １０：００～１１：３０
場所　　　　れんげ会館
問合せ 　　民生・主任児童委員
           　　杉浦さん　電話：０６－６７５４－７１１８
           　　柳原さん　電話：０６－６７５７－５３８５

巽南　　　　子育てサークルしゃぼん玉
日時　　　　第２木曜日　１０：００～１２：００
場所　　　　巽南会館・老人憩の家
問合せ 　　民生・主任児童委員
　　　　　　　北角さん　電話：０６－６７５７－４４６３
           　　

巽東　　　　のびっ子クラブ親子のつどい
日時　　　　第２水曜日　１０：３０～１１：３０
場所　　　　新巽東会館・老人憩の家
問合せ 　　巽東ネットワーク委員会
　　　　　　　電話：０６－６７５５－６０６２

たつみふれあい

スポーツフェスティバル
　　　　　　　　　　　 　１１月２４日　巽地区

　秋の晴天の中行われたスポーツフェスティ
バル。体育館ではスポーツ推進委員の協力で
スリーアイズ大会が行われました。
　白熱したゲームにお年寄りから子ども達ま
でいっしょに楽しんでいました。優勝したの
は大地東第一町会Ｂチーム。いつも小学校で
健康体操を楽しんでいるグループです。日ご
ろのトレーニングの成果が出たようです。
　運動場ではスカットボールの体験や、ガチ
メン。会議室では血管
年齢測定が大賑わい。
　ご来賓の皆様、ご協
力いただいた各方面の
皆様、ありがとうござ
いました。

※葬儀や他の行事と重なったりした場合、急に変更になる場合がありますのでお問い合わせください

親子で楽しもう

たつみの子育てサロン
就学前の子どもと保護者・妊娠中の方など、

育児に関わる方が友だちの輪を広げる場所

と機会を提供しています。

　１０月１１日午後８時より生野区全域一斉パトロールが実施さ

れました。当日は生野警察から２名ずつの応援をもらい各まちづ

くり協議会ごとに本部を作り、区役所や各町会から連絡を取り合

いながらパトロールを実施しました。巽４地域からもたくさんの

方にご参加いただきました。

　この本部作りと連絡方法は災害

のときにも活かされます。各地域

の参加人数は右のとおりです。

　ご協力いただいた皆様、ありが

とうございました。

生野区全域一斉パトロール

しゃぼん玉　巽南地区　　　　　　　　ポットほっと　北巽地区　　　　　　　　　　ちゅうりっぷ　巽地区

たつみだより第２号は地域福祉の特集です。⼦育てから⾼齢
者までいろんな活動をしています。
また、福祉だけではなく、こんな地域⾏事も企画しています
ので、お気軽に参加してみてください。

巽東敬老の集い
　　　　　　　　　　　　１０月２７日　巽東地区

　気持ち良い快晴に恵まれ、平成 25 年度「巽
東敬老の集い」が 10 月 27 日、巽東小学校で
開催されました。
　参加者は 280 人、関係者 100 人と来賓１９
人で始まり、多田会長の挨拶の後、清野区長
よりお祝いの言葉があり、来賓各位は自己紹
介方式で紹介が行われました。
　地元の生涯学習のアコ歌教室から 5演目披
露され、生野警察署、生野消防署の話、ジュ
ニアリズムダンス、
曲芸、落語、瑞光苑
職員による軽体操が
あり、最後にお楽し
み抽選会が行われ全
員が楽しい時を過ご
しました。

第12回ふれあいの集い

わくわくレクリエーション
　　　　　　　　　　 　１１月１０日　巽南地区

　朝から小雨の中、 午前９時 30 分より  「わ

くわくレクリエーション」が行われました。

　あいにくの天気で午後の競技が中止になり

ましたが、スリーアイズや模擬店などは盛況

でした。また、中学生ボランティアの参加、

フリーマーケット、手作りコーナー、 ＪＡ大

阪、サンマルクの販売など益々バージョンア

ップし、まさに地域一丸となることができま

した。

　子どもから高齢

者まで、大勢の方

が来て行事を盛り

上げて頂き本当に

有難うございまし

た。

第１１回敬老慰安会
　　　　　　　　　　　 　１１月３日　北巽地区

　今年の敬老会は、北巽小学校講堂で、約

３００名の参加があり高齢者を中心に孫

世代までの３世代のきづなを深める会で

した。

　当日は来賓の方々にも多数出席してい

ただいた開会式の後、巽中学校の吹奏楽

部の素晴らしい演奏で始まりました。そ

の後、新舞踊と民踊、詩吟、プロ歌手に

よる歌謡曲と続き、全ての演目が好評の

内に終わり、楽しい時間はあっという間

でした。

　最後に豪華賞品満載

のお楽しみ大抽選会が

あり、全員最後まで楽

しんでもらいました。

のびっこクラブ・親子のつどい　巽東地区



まちづくり協議会とは、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、民主的で開かれた組織運営と会計の透明性を確保しな
がら、みんなで考え話し合って地域課題の解決に取り組むとともに、安全安心やさまざまな地域
福祉事業を推進するなど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。

生野区各地に設立されたまちづくり協議会。その母体となっているのは連合振興
町会と校下社会福祉協議会。地域福祉にいろんな行事を行っています。
日程等につきましては、各まちづくり協議会のホームページをご覧ください。

　巽まちづくり協議会。その母体となっているのは連合振

興町会と校下社会福祉協議会。主に「①巽会館・老人憩い

の家」で活動しています。

　老人憩いの家というと、老人だけしか使えないの？って

思いますがそうではありません。有料ですがいろんな活動

に使っていただけるように開放していますので、お問合せ

ください。

　地域福祉の柱となっているのは、子育て支援事業とお年

寄りを対象とした事業。７０歳以上の方が対象の「②食事

サービス」　介護予防のための「③いきいき教室」　施設

の方も参加する「④サロンすずらん」　子どもからお年寄

りまで誰でも参加できる「⑤喫茶すみれ」などの事業を行

っています。こういった活動を通じて、巽小学校の子ども

たちや地域の方との交流の場となっています。

　北巽まちづくり協議会では子どもから高齢者まで、いろんな方が参加できる事業を実

施しています。

　幼児や子育て世代には、地域内にある生野子ども子育てプラザとの連携で。高齢者や

介護認定を受けておられる方には、介護予防などを目的にいろんな行事を行っています。

　その中でもイチオシイベントは、「敬老慰安会」です。

毎年秋に北巽小学校をお借りして実施していますが、今年は約３００人の参加者があり、

たくさんのご来賓の方にもご出席いただきました。

　ご多用の中ご出席いただきましたご来賓の皆様、ご協力いただいた方々に改めて感謝

申し上げます。
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　巽東まちづくり協議会では子どもから高齢者

まで、いろんな方が参加できる事業を実施して

います。

　高齢者世代には毎月の行事に加え、年に一度、

巽東敬老のつどいを実施しています。

　子どもと子育て世代には、毎月第２水曜日の

10時30分より11時30分まで新巽東会館で子育て

サロンを開催しております。

　地域の民生委員や民生児童員が10時に集まり、

会場の準備を行います。参加者は月によって変

わりますが、大体６、７名の参加で多い時には

15名の時もあります。

　最初はおもちゃなどで個々に遊びを始め、次

に育児についての話

や悩み事の相談があ

ります。最後には全

員で輪になってお遊

戯をします。新しい

メンバーも少しずつ

増えています。

巽南まちづくり協議会の事業はふれあいの場

　巽南サロンは、高齢者と小学校1年児童との

世代間交流の「場」として毎年行っています。

今年は10月18日金曜日に善家佳子先生を講師で

お迎えして小学校で行いました。

　核家族化が進む中、お年寄りも子どももお互

いに触れ合うことが少なくなっていますが、こ

ういった機会を通して理解しあい身近に感じる

ことができるようになれば嬉しいことです。

　巽南高齢者食事サービスは、小学校多目的で

毎月第２金曜日に行っています。足の不自由な

方、遠い方なども施設の協力で参加されていま

す。ゲームやリハビリ体操など大変好評で、健

康と交流の場となっていますので、皆さんの参

加をお持ちしております。

　ふれあい喫茶「やすらぎタイム」は、開店し

てから１４年。子どもさんから高齢者まで皆さ

んに喜んで頂けるメニューを考え、中でもお好

み焼きは自慢の一品。一度ご来店下さい。お待

ちしております。


