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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（火・祝）　祝い太鼓「烈火」＠中島総社　 12時〜　※雨天時は 2日に順延

17日（木）　たこ作り講習会　＠啓発センター　 19時〜

19日（土）　防災リーダーワークショップ　＠啓発センター　 19時～ 
27日（日）　凧揚げ大会　 10時〜15時　＠むくのき学園 5号館　※雨天中止

3月
3日 （日）　防災の日の取り組み　＠むくのき学園　 10時〜12時
17日（日）　ニコニコハイキング　京都  梅小路公園

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、おしゃべりできる場。お子様と気軽にご

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、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
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）　※参加費無料

●けいはつお茶の間シネマ　※12月はお休み

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》第４金曜日　午後2時・6時
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）　※参加費無料

2018
冬号

第１７号

●ニコニコストレッチ教室

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　10:00～11:30　
《場所》啓発センター　※年間申し込み700円(1年間)
《申込締切》2018年4月12日(木)
《申込先》　啓発センター

●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〜

●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。

《場所》啓発センター　
※事業に応じて随時開催

冬の地域イベント

12月
28日（金）〜30日（日）　地域歳末夜警実施　各町会ほか　※詳細は 1面にて

迎春祝い太鼓「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　2019年1月1日(火・祝) 　
　　　※雨天時は2日に順延
時間　午後12時〜
場所　中島惣社境内

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。
昼食、おやつも準備しています！

日程　2019年1月27日（日）※雨天中止
時間　午前10時～午後3時　
集合場所　むくのき学園5号館 2F
参加費　200円(保険・材料費ほか)　

◎たこ作り講習会
1月17日(木)　午後7時　＠啓発センター
問い合わせ　090-6320-0443(保坂)

歳末夜警の実施について
12月28日(金)〜30日(日)

歳末夜警を実施します。
実施町会・団体の日程・集合場所は以下の通りです。
ぜひご参加ください。

　　●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

2月
9日 （土）　防災リーダーワークショップ　＠啓発センター　 19時～

ニコニコハイキング

　 日程：3月17日（日）

　 行き先：京都　梅小路公園（京都鉄道博物館隣）

　 集合：午前9時　啓発センター

参加費：100円（保険代等に充当）

　　　　＊他に実費交通費をご用意下さい

持ち物：お弁当・飲み物・おやつ

　　　　＊途中で購入も可

申し込み締切日：3月15日（金）

申込先：地域の役員さん又は啓発センター

＊むくのき学園、東淀川支援学校の生徒は

学校でも預かってもらえます。

問い合わせ　090-6320-0443(保坂）



9月30日　「はじめての避難所開設」

　近畿地方に上陸通過予告の台風 24号に備えて前日に区より避難所開設の指示を受け、 30日朝（午前9時）に「防災リー

ダー」20名余りが集結、避難所開設を行いました。

校門前ほか出入口への張り紙・台風での一時避難所設置の為「食糧・飲料は各自でご用意願います」などの周知ポス
ターの掲示、受け入れの為の避難者名簿・町会毎の集計用紙・毛布・電源機材・投光機・トランシーバー・ビブスなどの搬
入を行い開設しました。
　開設時すぐに避難者が訪れ、台風近畿上陸前の午後 6時過ぎでの避難者総数は 16名となりました。
　青パトでの校下への避難所開設広報も午前・午後の 2回実施しました。
台風の状況判断に関する一番の情報源は、 TV・ラジオ、スマホ・タブレット等でのネット情報でした。これらの情報を基に、
1時間おきに避難者に現在の台風情報・近辺の状況を伝えました。
区役所職員・学校職員と共に状況判断を進め、午後 9時30分過ぎでの避難所の閉鎖予定を
伝えました。
　やはり「一人家で居るのは不安で来ました」等の理由で避難された方も
多かったのですが、現在の台風状況・付近の様子・安全確認等を説明すると、
家のほうが良いとの方が多く、早速帰宅されました。
　今回の開設に当たっての経験は、今後の防災に活かす良い機会ともなりました。

「環境緑化活動」

地域公園や道路の掃除、季節ごとの花の植え替え・草刈り
などの清掃活動をボランティア活動の一環として行っておりま
す。
　プランターの花などを置いて、きれいになった通学路を笑顔
の子どもたちが元気に通っています。

＊毎月第3日曜日　8時～9時
　 新駅２号公園　　ほか

11月24日 「東淀川ドコドコドンⅪ」を開催
〜人権の想いを太鼓の響きにのせて〜

　東淀川支援学校・アリーナで東淀川ドコドコドンⅪを開催しました。 25団体496名が出演し、
5時間にわたるイベントを実施しました。 11年前に10団体192名の出演で始まったドコドコドン
も、地域の支えで東淀川区の行事として定着してきました。
　 前回、合同演奏で参加した支援学校が、単独で「友心（ゆうじん）」を演奏しました。会場校の
支援学校の参加でドコドコドンが地域に根差したイベントになってきました。
　 「人をおもいやる」「人を大切にする」地域文化の定着にめざして、がんばっていきたいと思い
ます。

11月18日 初開催「秋まつり」

　むくのき学園５号館グラウンドでのコンパクトな祭イベントですが、フォーク・弾き語り・大道芸・懐かしい歌・

エイサー踊りなどのステージイベントを楽しむ舞台の周りを、各グループの模擬店が取り囲み、参加者と一

体になった楽しさ満載の充実した祭となりました。

　快晴も手伝ってか予想を超えた来場者が有り、多くの方が舞台前の客席や休憩所での食事やおしゃべり、

パフォーマンスを楽しみながら過ごされていました。

　子ども達もゲームや、模擬店グルメめぐり・手作り遊び等のブースで地域のおじさん・おばさんたちと楽しみ

ながらの学習もしていました。

　夏まつりメインイベント、台風での中止を吹っ飛ばす代替事業でした！

夏から休むまもなく事業が続きましたが、役員・ボランティアの皆様、お疲れ様でした。

俳句・川柳コーナー

　　君のほほ 朱に染まるのは 雪のせい
　　　　　　　　　　　　　　　松井 ジュリア

　　春の風 努力の結晶 高校へ
              　　　　　　　　山田 果蓮

　　夏の青 ほおづえついて 窓の外
              　　　　　　　　白川 歩美

　　勉強の ラストスパート 冬が来た
  　　 　　　 　　　　　　　　枡村 一然

　　さようなら こぼれる涙 咲く桜
　　　　　　　　　　　　　　　江熊 結菜

　　部活動 最後の一鳴き せみの声
　　　　　　　　　　　　　　　西田 萌愛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(敬称略)

＊むくのき学園９年生が国語の時間に創った俳句です。
　まさに青春の句です。順次掲載予定です。

12月2日　「スポーツ交流会」

　今年最後の地域行事「スポーツ交流会」が“ぽかぽか
陽気”の中行われました。
まずは模擬店でお腹を満たし、少し休憩してお目当ての
スポーツへ…
むくのき学園グラウンドには毎年恒例のグラウンドゴ

ルフのコース（今 年はファミリー向けのコースもありでし
た）やドッジボール・ペタンク・チャレラン・昔 遊びが行わ
れていました。
地域には日頃ボール遊びができる広場がないので、こ

の日は思い切り動けるグラウンドで子どもたちはドッジ
ボールを楽しんでいました。そして今年は地域の方が作
られた「ゴーカート」が子どもたちに人気でした！
　 地域の皆さまとスポーツを通して交流できた楽しい一
日となりました。

10月27日　「ふれあい敬老のつどい&高齢者演芸大会」
　当日は晴天に恵まれ、たくさんの方々に参加して頂きました。オープニングのむくのき学園音楽部の筝曲演奏に始

まり、第一部の式典もスムーズに行われ、第二部の「高齢者演芸大会」で催された園児の歌・踊り、弾き語り、クラリ

ネット＆ギター演奏、フラメンコ＆ギターなどアンケートでも「最高に良かった」「心が癒されました」とうれしいお声を

聞けました。

　最後の抽選会では地域ボランティア・ＰＴＡ役員のご協力のおかげでスムーズに進行され、高齢者の方々に喜んで

頂けました。

＜災害時避難所についてのお知らせ＞

　◇啓発地域の水害時避難ビル
　　＊1・2階建ての木造住宅やマンションの低階層など浸水の恐れがある
　　　階にお住いの方
　　　災害時避難所や水害時避難ビルなどの近くの高い建物に避難。
　　＊マンションの3階以上など、浸水の恐れがない階にお住いの方
　　　自宅の安全な場所で待機し、安全を確保して下さい。

　水害時避難ビル
　　　市営南方住宅3号館　東中島2-6  　避難可能人数　　610
　　　市営南方住宅4号館　東中島2-11　避難可能人数　　368
　　　市営南方住宅5号館　東中島2-13　避難可能人数　　243
　　　市営飛鳥住宅2号館　東中島3-13　避難可能人数　　 84
　　　市営飛鳥住宅3号館　東中島3-11　避難可能人数　　135
　　　市営飛鳥住宅4号館　東中島3-11　避難可能人数　　101
　　　市営飛鳥住宅5号館　東中島3-11　避難可能人数　　 96
　　　市営飛鳥西住宅(14階)東中島3-6 　避難可能人数　1,897
　　　むくのき学園(旧 啓発小学校)　東中島4-8-38　　生徒430人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難可能人数 871
　　　東淀川支援学校(旧 中島中学校)　東中島3-5-22 生徒220人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難可能人数 1,559
　　※いずれも避難可能時間　　24時間

　◇各町会の災害時避難場所運営方式の変更
　以前に一時避難場所をお知らせした時に各町会は、むくのき学園と
東淀川支援学校に分かれて避難するとお伝えしましたが、要綱が変わり、
全町会はむくのき学園に避難し、避難者があふれた場合は支援学校にも
避難することに代わりました。


