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いつもやっています！～定例実施の活動・予定～

今後の地域の予定 ～ぜひご参加ください～

1月
1日（月）祝い太鼓「烈火」12時～
9日（火）学校始業式
20日（土）防災部会：防災リーダー会議　ワークショップ　＠啓発センター　19時～ 
28日（日）凧揚げ大会

HPネットでも 
地域情報GET！

啓発地域活動協議会ホームページ 
http://keihatsu.jimdo.com 問合せ

啓発社会福祉会館２F 
06-6320-8791  
cuzsn901@occn.zaq.ne.jp

広報けいはつ 
発行元：地域活動協議会・むくのき学園はぐくみネット 

●子育てサロン 
親子で遊んだり、子育ての相談、おしゃべりができる場。子連れ
で気軽にご参加ください。 
《日時》部屋のみ開放：毎月第１木曜 10:00～11:30  
　　　　季節の遊び：毎月第３火曜 10:00～11:30  
《場所》啓発センター

●中高生向け学習会 
地域の大人や学生ボランティアがサポートします。
気軽に勉強しに来てください（^^） 
《日時》毎週月～金曜 19:00～21:00　 
《場所》むくのき学園５号館２F

●ふれあい喫茶　※12月はお休み 
年齢を問わず、お茶を飲みながら地域の方々の交流が深められる
場所として活動しています。 
《日時》毎月第４土曜 10:00～12:00　《場所》啓発社会福祉会館 
《料金》100円（ドリンク＋軽食）

●地域清掃活動　
町をきれいにし地域周辺を清掃します。 
《日時》不定（その折々に変わります） 《場所》啓発地域全域

●高齢者食事サービス　 
《日時》第２水曜 軽食（午前11:30～） 
　　　　第３水曜 食事（午後12:00～） 
《場所》啓発社会福祉会館　和室

●いきいき百歳体操 
健康のために運動機能の維持向上を目指します。
《日時》毎週月・金曜　10:30～11:00 《場所》社会福祉会館

●啓発フォークソング倶楽部 
音楽を通した地域活動への参加機会として活動しています。初心者の
集まりです。気軽にお越しください。 
《日時》毎月第１・３月曜 午後7時～9時　　※参加費無料 
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）

●けいはつお茶の間シネマ　 
映画ファンの集まり、仲間と一緒に楽しんでいます。時代背景や人
物、出来事などを学習。一人で居ることの多い高齢者の交流も促す催
しです。 
《日時》毎月第４金曜日　午後２時　＊参加無料 
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ） 
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●健康ストレッチ教室  
健康への関心＆コミュニケーションを高めましょう。
《日時》毎月第２土曜日　１０時～１１時３０分　
《場所》啓発センター　※1回100円

お正月お祝い太鼓「烈火」
啓発地域で活動する「烈火」が、お正月にお祝いの太鼓を披露します。

日程　2018年1月1日(月) 　※雨天時は2日に順延
時間　午後12時～
場所　中島惣社境内

●交流サロン 
参加者とボランティア相互が協働して高齢者の孤立を防ぐ活動です
＜折り紙＞毎月第３月曜　午後１時～３時
＜習　字＞毎月第２・第４水曜 午後２時～  ※１２月の第４水曜はお休み

●防災リーダー会議  
地域と学校との連携、防災への備えと対応に当たります。
《日時》偶数月第１土曜日　午後７時　《場所》啓発センター

凧揚げ大会
午前中にたこ作りを行い、午後から淀川河川敷でたこを揚げます。

日程　2018年1月28日（日）※雨天中止
時間　午前10時～午後3時　
場所　むくのき学園5号館　
問い合わせ　090-6320-0443(保坂)

◎たこづくり講習会
1月18日(木)　午後7時　＠啓発センター

冬 の 地 域 イ ベ ン ト3月
4日 （日）防災の日の取り組み「避難所開設訓練」　＠むくのき学園

2月
3日 （土）防災部会：防災リーダー会議　ワークショップ　＠啓発センター　19時～ 

「はぐくみネット」HP開設のお知らせ
　むくのき学園・はぐくみネットのホームページができ
ました！このHPでは、はぐくみネットの活動紹介と、
子どもたちを地域ぐるみで育てる活動に参加してくれる
方を募集する情報を更新しています。

HPのURL▼
https://mukunoki-hagukumi.jimdo.com/

歳末夜警の実施について
12月28日(木)～30日(土)

歳末夜警を実施致します。ぜひご参加下さい。
実施町会・団体の日程・集合場所は以下の通り
です。

●山口本町会：28,29,30日
時間：19:30～23:00　＠山口本町会館

●南方本町会：29,30日
時間：19:00～23:00　＠南方本町会館

●山口東1～5町会＋飛鳥北町会：28,29日
時間：20:00～22:00　＠市営崇禅寺住宅集会所

●飛鳥町会：28日
時間：19:00～21:00　＠飛鳥人権協会

●啓発地域女性部：29日
時間：20:00～21:00　＠啓発社会福祉会館

12月
25日（月）学校終業式
28日（木）～30日（土）　歳末夜警実施　各町会ほか　※詳細は1面にて



　 支援学校の文化祭
　「東淀川まつり」が開催されました
　11月21・22日に開催された東淀川支援学校の文化
祭「東淀川まつり」にお邪魔しました。会場の収容
人数の関係で地域には公開されていませんが、地域
内の素晴らしい取組みを知っていただきたく、紹介
させていただきます。
　８演目のうち、７演目しか見ることができません
でしたがどの演技も素晴らしかったです。こどもた
ちは、ゆったりと楽しんで演じていました。障がい
の個性に応じて演じていました。発声が不自由な子
は表情や身体で役を演じていました。小学部の高学
年の「不思議の国のアリス」では、集団活動が苦手
で、これまで東淀川まつり当日には参加できなかっ
た児童が、初めて本番の舞台に参加することができ
たという話を聞きました。子どもが成長し苦手なこ
とを乗り越えている姿を見ることができました。
　脚本もストーリーも素晴らしかったです。子ども
たちの個性に応じた配役を考えて作られていまし
た。背景・大道具・小道具・衣装・照明・音響も素
晴らしく、先生方の情熱を感じました。そのことを
口にすると、制作は「子どもたちと先生の協働作業
だ。」との返答でした。みんなでつくる「東淀川ま
つり」だということを実感しました。「夏の水やりありがとうございました」

　感謝状をいただきました
ゴーヤ　トマト　すいか　きゅうり　おいしかったです。ありがとう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小学部の感謝状より）

　　東淀川支援学校では、今年から本格的に菜園活動にとりくんでいま
すが、夏季休業中の土日祝日の菜園の世話が課題となりました。はぐく
みネットの呼びかけに応じて４名の地域の住民が応募してくれました。
１３日の休日を３組のローテーションで取組みました。
　１１月２日に感謝状の贈呈式に参加しました。子どもたちの拍手に迎
えられ、お礼の言葉と小学部・中学部・高等部から、手作りの感謝状と
「東淀川まつり」の招待状と収穫した糸瓜で作った垢すりをいただきま
した。毎回３０分程度の作業に対して過大な感謝をいただき、面食らっ
てしまいました。
　「人に温かい地域」づくりをより一層進めるためにも、東淀川支援学
校と地域の交流を強めていきたいと思います。

【俳句・川柳募集！】
　広報けいはつ春号に掲載する、俳句・川柳を
募集します！ぜひ、ふるってご参加ください！

●締切：2018年2月末日
●項目：俳句または川柳、本名、俳号、連絡先
●提出先：啓発社会福祉会館ポスト

たくさんのご応募をお待ちしています。

地域「スポーツ交流会」

11月25日防災リーダー・
防災ボランティア登録者講習会
　大阪市の東淀川区が南海トラフ大地震に見舞
われた時、津波は道路を遡上し淀川区まで到達
する予想がある事を学び、18名の防災リーダー
が2班に分かれて津波の状況の話を聞いたりビデ
オにての講習を行いました。実際に屋上のプー
ルの水から消火用バルブにつなぎ、放水ポンプ
を始動し放水訓練を行なったり、車や建物の下
敷きになった人の救出から手当てまでの訓練を
受けました。
　防災リーダーの皆さま、講習会へのご参加を
ありがとうございました。

啓発地域バリアフリーまちづくり構想 10/20ワークショップ開催
　6つのグループに分かれ8つのテーマから各々啓発地域の現状や課題等の意見を出し、グループごとに発表し
て頂きました。各テーマと、それぞれ出た意見の一部は以下の通りです。※1月頃に第2回目を開く予定です。

①地域活動
・チラシを配布して(ボランティアを)募集してはどうか？
・子どもと高齢者が交流できる場があればよい
②高齢者
・高齢者のみの世帯が多い
・地域の見守りを強化する
③歴史や文化
・地域のお寺へ（地域活動に）協力して頂けるよう
　呼びかける
・神社、仏閣が7か所あるが守っていってほしい
④第三の居場所づくり
・児童館を造ってみんなが集まれる居場所にする
・子どもだけでなく色々な年齢層の人が集まれる
　居場所づくり


　12月3日（日）、12月にしては快晴で穏やかな日差しがあたる暖かい日の開催になり
ました。参加者は皆コート類を脱いで競技に参加しています。グランドゴルフ・ペタ
ンク・ドッチボール・大縄跳び、子供たち向けの竹馬・こま廻し・輪投げ・カップス
タック・「の」の字探しなど、思い思いの競技・ゲーム、模擬店での買い物などにも
歓声を上げていました。今年は親子連れや三代に渡る家族の参加も見受けられ楽しい
思い出がつくれた様子でした。

　　PTA人権講演会

日時：2月10日（土）10：00～
場所：むくのき学園
講師：竹下和男先生
　　　
子供が作る『弁当の日』提唱者。
食を通した子育て、家族の絆。
その手段として『弁当の日』を始められました。
※親は手伝わないでと保護者に訴えて、献立から片
付けまですべて子どもに取り組ませる「弁当の日」
の講演・執筆活動をしている。
食べることの大切さを学ぶ機会として、弁当の日が
全国でさらに広がることを願っている。「子育ては
楽しい」「子どもに今よりいい社会を残したい」と
いう大人を増やしたいのです。（ＨＰより抜粋）

地域の皆様、どうぞお気軽にお越しください。

成人人権啓発委員会

10月28日ふれあい敬老のつどい・高
齢者演芸大会が行われました
　当日は雨が降る日となりましたが、明るく素晴ら
しい司会にも助けられ、二部の「高齢者演芸大会」
でのステージイベント、保育園児の歌と踊り、
クラリネット＆ギター演奏やエイサー・三線では、
沖縄の唄・コミカルな「ボケない小唄」など
参加者を巻き込み、大盛り上がりでした。
休憩時間にはおぜんざいも配られ、
地域支援・介護に係わっている
関連の方々にお話をしていただき
高齢者への地域情報を
お伝えしました。

キャッチ活動
　今学期のにぎわいCATも8支援、色々な企画を立てて頂き、子供達ばかり
ではなく参加した保護者にも楽しい授業支援となりました。特に今回は保護
者が先生になったクラスもあり、まさにCAT活動の醍醐味を感じました。
　また、1学期に3年生で行いました図書解放「自由に本を読もう」は子供達
からのリクエストにより、今学期も行われました。
　回を重ねる毎に、保護者の参加も増えてきております。沢山の目で見守る
CAT活動がこれからも広がりますように(*^^*)

2018年3月4日は
「防災の日の取り組み」！
ー避難所開設訓練を行いますー
　地域全体の防災意識向上を図る為、数多くの講習会を
開き、クロスロード授業では、さて貴方はどうします
か？と頭を悩ませながら意見の多様性を思い知った事。
　避難所開設での運営の実態報告・あり方を区役所職員
より聞き、さらには災害に備えて防災備品の使用例な
ど、見聞を広め学んだ事を生かして、2018年3月4日に行
われる「啓発防災の日」避難所開設の折に
一番必要と思われる「情報収集」「要請」
「指示報告」「記録伝達」
「表示」等を滞ることなく
出来るようにと訓練し、
日々の事業活動に
励んでいます。 
（防災部会：保智　博）

⑤住環境
・空き地が多く、人通りが少ない、街灯も少ない 
・高架下に子どもたちのコミュニティスペースを
　つくる
⑥ユニバーサルデザイン
・自転車と歩道の区別を明確にする
・交番所が少ない
⑦子ども
・居場所、遊び場所を作ってほしい
・学校の関与ももっとほしい 
⑧その他
・自転車の無灯火をよく見かける
・地域の公園のなかに清掃が行き届いていない
　公園がある（管理者の名前を表示してはどうか）

ニコニコハイキング
　11月19日（日）、秋のニコニコハイキングへ
出かけました。行先は京都。南禅寺から円山公園
までの短い距離でしたが秋の京都を楽しみまし
た。食後はめいめい周辺の散策、
おいしいコーヒーのお店や
土産物店でショッピングを
楽しみました。
次回をお楽しみに。


