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小規模多機能型居宅介護

〈榎本福祉会館 2 階〉
介護が必要になっても
安心して居る場所があり
宿泊もでき、スタッフが訪
問もする、２４時間３６５
日の安心を提供します。
ご見学は随時
お越しください。

お問合せ＊06-6955-9044
☆介護スタッフ募集中！

この時期は感染性
胃腸炎が流行しま
す。主症状は嘔吐、
下痢ですが、一番大
事なのは脱水を起こさせないことで、どうやって水分
を飲ませるかが重要です。ポイントは少しずつ、少しずつ飲ませるこ
とです。そうすると胃は満タンにならず、少しずつ腸に移動し、腸か
ら吸収されます。一度に大量に飲ますと、嘔吐を誘発させてしまい
ます。胃腸炎の時は、胃の運動が活発になっているからです。お茶で
もスポーツ飲料でもいいですが、OS-1 は塩分の濃度が高く、脱水に
有効です。1 日の水分量は、乳児は 30-50ml/kg、幼児は 300-600ml、

学童は 500-600ml を目標として下さい。下痢
は治まるまで個人差がありますが、嘔吐はほ
とんどが最初の半日から 1 日で治まります。
夜間の嘔吐は心配になりますが、1-2 回の嘔吐
で元気であれば、寝かせて大丈夫です。脱水
の目安は尿の回数です。乳児で 6 時間以内に
尿が出ていれば、脱水の可能性は低いと考え
ます。勿論判断に迷うようであれば、最寄り
の医療機関での診察を受けてください。

連載・健康コラム⑰
子どもの胃腸炎対策

北田医院・北田博一院長

〒538-0044　大阪市鶴見区放出東2丁目4番1号
TEL：06-6961-2817　FAX：06-6968-6789   http://kitada-iin.com/

2018.9～11月の回収量は
74.31 tでした。

ご協力ありがとうございます。

コミュニティ資源回収
『混ぜればごみ、分ければ資源』

回収日：毎月 第１・第３木曜日
年末年始12/27(追加)  1/10 ,1/24(変更)
品目：( 布団や毛布は回収不可）
古紙（新聞・雑誌・段ボール・紙パック・
その他 紙）、　衣類を種類ごとに分け
袋に入れるか紐などでまとめ、持ち
去 り禁止の貼り紙を付ける.。
場所  ： いつもゴミを出している場所
時間： 当日朝、午前９時まで  に

お出しください。
ＴＯＰ資源株式会社が順次
回収にまわります。

ご協力
ありがとう
ございます

12/29　ふれあい餅つき大会
12/31～元旦 ゆく年くる年灯籠祭り
 1/20   リレージョギング/凧あげ大会
 2/ 2　音楽サロンコンサートVol.59
※毎月第４火曜日 19時より
地域井戸端会議「あいより」
どなたでも参加できる情報交換の場

年末年始の主な行事予定

今年は大阪でも地震、台風、
大雨と自然災害が数多くの被
害をもたらした年でした。日
ごろから実際に自然災害に直
面したときのためにいろいろ
な備えを心がけておくことが
災害の被害軽減、減災につな
がります。地域の防災訓練へ
の参加はもとより、地震を知
る、家庭での防災会議、備蓄
品を備えるなど様々なことが
できます。また、災害発生時
には地域コミュニティが大き
な役割を果たしています。それは、阪神・淡路大震災
で救出された人のほとんどが近隣住民等の助け合いに
よるものであったことから、特に大規模災害時におけ
る自助・共助の重要性がクローズアップされ、地域コ
ミュニティの役割が重要視されるきっかけとなりまし
た。地域活動の防災訓練、救命講習など若年層から高

齢者までより多くの住民が参加し、
「自分たちの地域は自分たちで守る」
を合言葉に行動することが大切です。

防災コラム⑤
『地域コミュニティ』
鶴見消防署 地域担当司令 

福川 久美夫

榎本広報部会では、写真・ビデオ等を撮影、ふれあい通信やホー
ムページなどに掲載する場合があります。皆さまのご協力、よろし
くお願いいたします。もし、不都合がある場合は、お申し出ください。

昨年11月に榎本地域で行ったプラス
チック一括回収・リサイクル実証事
業のその後の進捗について、環境省
環境再生・資源循環局総務課リサイ
クル推進室室長補佐金子浩明氏が大阪
市環境局家庭ごみ減量課とともに福祉会
館に来られた。全国7カ所の地域で行われた実証の結果、
8割の市民が分別について、容器包装プラスチックだけか
ら一括回収への変更を求めており、法令改正に向けて動

き出しているとのことだっ
た。報告を受けて質疑では、
早期実現を求めるとともに、
分別と資源循環について、
レジ袋やマイクロプラス
チックの海洋汚染など幅広
い質問や意見が交わされた。

プラスチック資源
循環戦略
環境省が説明
2018.11.20

プラスチック資源
循環戦略
環境省が説明
2018.11.20

１１/１７ 町会一斉清掃をしました！
大阪マラソンクリーンUP作戦
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この地に嫁ぎ 82 年。放出・和田家の
おばあさま。孫娘の香さんに日々の生
活の中で伝えた事柄色々。セピア色の
写真を軸にお話が広がりました。
朝陽射す台所、竈（かまど）は放出で
も、昭和 30 年代初めまでは、古いお
屋敷を中心に現役で活躍していたようで、
薪割りから始まる家事労働は、今では想像
も付きません。さてお買い物。物売りの声が
響くこの時代、公設市場（現・コーセツ放出）
はすでに台所を支え始めていました。個店
の集合体である市場、その周りを商店が取
り囲み始め、いくつかの商店街が誕生。用品
販売を中心にした文化市場も登場します。
子どもたちの川遊びの獲物、カニ、ドジョ
ウ、タニシ、フナなどが食卓に上る日もあり、
三世代で食卓を囲む家庭が主流。和田家の
小さな箱膳は、戦前、子ども用に設えたも
のが２客残っており、ドラマの１カットを

思わせます。四段のずっしり重い重箱には
どんな料理が詰まっていたのか、「特に珍し
いもんはないなぁ‥」とは言うものの、今
も毎年、孫娘がしっかりとお祖母さま、お
母さまから受け継いだお節を作り、大掃除
を終え、お寺で除夜の鐘をつき、その足で
神社へと向かう、そんな年越しは、変わり
なく続いているようです。手の届くところ
にある昭和。そして平成をまたぎ新元号へ。

この年末年始、「あー、
うちにもあった！」「そや、
こどものころはこんなん
やった」など、近い昔話
で盛り上がればいいな
‥。昭和もすっかり歴史
の1ページとなりました。

※ 改築の際に
も、愛着のある
お道具は残し
たいもの。この
竈にかけられ
た羽釡も現存
するそうです。

榎本でがんばる人たちが榎本の中でおすすめしたい場所を紹介する連載企画。

『昭和の食卓とその風景』
女系家族のおばあさま

和田 善子 さん 

えのもと
私の好きなトコ
歴史編 Vol.17

食器は引き出しに収納蓋は２段めにも

昭和33年撮影

平成28年 祝・百歳

榎本地域が現在設置している街路防
犯灯の一部が LED 化されたのをご存知
ですか？明るさとコストの安さを兼ね
備える LED 照明。この事業は本年度か
らの 5 年計画で 200 基に実施する予定
です。町会ごとに、現設置場所の確認
から始まり、初年度、41 基の LED 化
工事が 10 月末に予定通り完了。大阪

市から 75％の補助、残りの 25％を町会負担で行い、電
気料金は 4 割以上の削減が見込まれます。「より安全安
心な街に」を求め、全街路防犯灯の LED化を進めます。
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榎本では、災害時に何らかの助けが必要な方を対
象に「要援護者登録」を受け付けています。
希望される方は、お近くの町会長・民生委員・女性
部長・ネットワーク委員（チーフ）に申し出て頂くこ
とで登録ができます。そして、この
登録による情報は、災害時の対応や
日ごろの見守りに活用しています。
今秋 10 月 28 日の防災訓練では、
昨年同様「要援護登録者安否確認
票」の受付を本部テントで担当し、大切な個人
情報である「要援護者名簿」の取扱の重要性を
意識した訓練を行いました。
また本年度は、町会単位での「ネットワーク委
員会」や高齢者の訪問を実施し、各町会の皆さん
と有意義な情報交換・共有をする事ができました。

この内容は今後の活動に生かしていきたいと考
えています。このように「ネットワーク活動」には、
地域の皆さまのご協力が必要不可欠です。見守
りなどの日頃の地道で熱心な活動に “榎本は本当

にすばらしいなあ！”と感じています。
つなげ隊は、支援が必要な方のお
困りごとなどの相談を受け、専門
機関と
の連携・

つなぎ役を担い、今
後も『榎本』の皆さ
まのお役にたてるよ
う、活動を進めてい
きます。
連絡先：06-6365-2123

「
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地域セーフティネット
『つなげ隊』

気軽にお声掛けください

地域セーフティネット
『つなげ隊』

気軽にお声掛けください

※鶴見区では住み慣れた地域で誰
もが安心して暮らしていくため、
地域に１名の「つなげ隊」を配置、
福祉活動を推進、支援しています。

安全で楽しい
「いきいき」を
願っています。

辻本

より良い活動の場
となるように

支援していきます。
歸山

「いきいき」の運営が
益々充実できるよう
努めてまいります。

野口

環境整備の一端を
担いたいと

思っております。
辰巳

すべての児童が
幸せにをモットーに
努めてまいります。

上田

いきいき事務局より

ＮＰＯ法人榎本
地域活動協議会
が、児童いきいき放課後事業を
大阪市より受託して５年が過ぎ
ようとしています。手探りで始
めた事業でしたが、大阪市こど
も青少年局の担当者の皆様、地
域の皆様のご支援を頂き、運営
してきました。今年度からは事
務局も５人体制になり役割を決
め円滑に運営しています。

時が経つのは早
いもので、受託し

たとき入学した児童も来年は中学
生です。1 年生から 6 年生まで全
ての児童が対象であることから、
個性の違いもあります。そのぶん
指導員の先生方に於いては、ご苦
労も多いと思います。事務局と各
校いきいきが一体となって、明る
く楽しい「いきいき」を目指しが
んばっていきたいと思います。

歸山貞夫

上田樹三郎 野口ますみ

辰巳恵子

辻本廣之進

いきいき活動報告！
明るく楽しい

いきいき目指して
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防災情報を中心に
榎本から発信します。
いざという時
慌てないために

つながりましょう、榎本。

友だち登録
お願いします

つなぐ・えのもと
@ooq6124g

※28年度から防災訓練でも
活用しています。

※広報部員、記者募集！写真、記事、SNS・ホームページ更新‥etc. えのもとの笑顔を一緒に広げましょう！

大阪市鶴見区今津北1丁目11-32
TEL : 06-6242-0904（担当・蒲生）

コーヒー ・  紅茶
100 円 ！

サロン えのもと
☆毎週水・木曜日開催 
10:30～15:00（祝祭日は休み）

どなたでも利用できます ！

パル鶴見
福祉センター入塾生募集

高校受験まで完全指導
 　対象学年：小１～中３

美幸学院
大阪市鶴見区今津中２－５－９

０６－６９６９－７６３５

えのはなえのはな

１日 30 食（予約制 )
親子ペア、おとな１食 500 円　幼児 無料

こども（小・中学生）1 食   200 円

毎月 第２・４木曜日
 18:00～ 放出会館

〈予約・問合せ〉enohana888@gmail.com 
Twitter, インスタ @enohana888
Facebook 「えのはなれすと × らん」
　　　　　@eel4285w

537
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2 

大阪市東成区深江南２－１０－２８

TEL/FAX：06-6975-2715
E-mail：prmkei1@gmail.com
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画

PLANNING ROOM
 NAKASHIMA

アパレル企画・パターンメイキング
ポスター・リーフレットデザイン

WEBサイト・SNS運営管理

様々な事件事故、災害‥想像もしなかった現実を目
の当たりにした時、人は「想定外」と口にします。そ
こで最も大切なのは、関心を持ち『想像すること』で
す。地震、台風が起きると過去にどのような災害が
あったか、そしてその災害を上回るものを想定した準
備こそが減災に繋がるのです。備えあれば憂いなし。
備えた分だけ被害の苦しみを減らすことができます。
世界の中でも自然災害に遭うリスクが高い国、日本。
逃れることはできません。自分を知り、
地域の現状や環境に気づき、ご近所と
協力をする。わが事として捉える生き
方こそが防災、減災に繋がり、大き
な災害や問題をも乗り越え、一人で
も多くの命を救う結果を生み出し
ます。コミュ二ケーションを深
め、災害に負けない榎本を一
緒に築きましょう。

防災リーダー（救出班・班長）　畠中 勝彦
『わが事と捉えることが命を救う』

畠中さんの企画する防災教室は
毎年、新しいアイデアで大人気！

敬老慰安大会敬老慰安大会
2018. 9.17（月・祝）

榎本第１町会 小林久子さん
ご長寿インタビュー

ご健康状態はいかがですか？

骨粗鬆症があり、 右肩がつらい。
首も回りにくいけど食欲はあります。

長寿の秘訣は何ですか？

ぼつぼつ炊事、洗濯をしています。
時間をかけて、 こけないように。
般若心経を書いたりしています。

毎日の楽しみは何ですか？

テレビですな。

町会に何かご希望はありますか？

皆さんに親切にしていただいて、
別に不足なく暮らしています。
食べることはよく食べています。

お元気そうで、 顔色もいいですね。

本日は有難うございました。

〈聞き手 ・ 山田理事長

この日、ご招待のご高齢者は2638名。
百歳を越す方は8名。榎本はその数を
誇り、今年もお祝いの会を開催しました。
楽生会会長に代わり謝辞に立たれた脇田さ
んは『地域との関わりを持ち、榎本で暮らし
ていくことの喜び』をお伝えになりました。
そして第２部では様々な演芸の披露！

大勢の来賓の皆さまも
お越しくださいました

福引の景品をどうぞ キュートなフラガール！

開会式には青空も広がり、体感気
温は 30 度超え、真夏の太陽が白い
雲を照らす。それでも時折り吹く風
はひんやりと汗を乾かした。
この日、どれぐらいの人たちが榎本大運動
会に集まったのか、途中までしか参加できな
かった人、途中から来た人、そして最後の福
引抽選会では 1,000 を超える
抽選券が配布された。選手集
めの大変さや、弁当・応援席
の世話など町会毎の苦心が
詰まった行事ではあるが、日
頃、挨拶ぐらいしかできない
ご近所さんと秋の日を贅沢に

過ごすこの運動会。どの競技にも、
熱が入り、そして笑顔に溢れる。大
きな子も小さな子も同じ競技で手
をつなぎあい走る姿、日頃の雑多な

想いも忘れ、一生懸命に競技に参加する大
人たち。企画から、準備進行、後片付けとた
くさんの時間をかけたスタッフ‥榎本小学校

の校庭がいつの間にか一体
となった。そして優勝は榎本
放出でも最も歴史ある 2 町
会、準優勝は放出駅前の商店
会を有する 8 町会、3 位は最
も新しくて若い21町会。この
結果もまた榎本らしい。

榎本連合

大運動会
2018.10.7

優勝おめでとう！

綱引き競技！
思わず手が出る大人たち

パン食い競走、大好き！

大きな玉を
小さな手で。 開会式・1～22町会、全員集合！

リレーで高得点！
２１町会

チームワークの
８町会 新競技・PK合戦 校長先生も

がんばる！

榎本では、この11年間、本部避
難所運営だけではなく、町会ご
とに独自の避難・防災システム
の検討が繰り返し続けられた。今回の防
災訓練での榎本小避難所に集結する人
数は例年に比べ少なかったが、防災意識
の高まりが随所に感じられた。校区の北
端から 30 分以上をかけて移動するには
どんな困難があるのか、また平屋の多い
地域、高層マンション、独居の老人宅、独
自の倉庫に備蓄食品や災害時道具を備え
る町会もあり、それぞれどのような避難

行動をすべきか、実際の災害の
状況によってもマニュアル通り
は容易ではない等、全体会議の

席上でも意見が交わされた。しかし臨機
応変な対応のためにも訓練は大事。防災
訓練は、当日参加することだけでなく、そ
れに向け、意識を高め隣近
所が声かけ合う関係性を生
むことが重要だと再認識。
生き延び、声掛け合い、そ
して助け合う。その工夫を
怠らず続けられる地域に。

自助・近助(所)
共助・公助。

渡邊隊長

※参加者は、各種団体、スタッフ、
ボランティアを含め、約850名
（うち避難者は720名）
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榎本まちなか
避難所開設運営

防災訓練

消防署の体験ブースには長い列 ボランティア学生も大活躍。

リヤカーの乗り心地、いかが？

夜間訓練・テント設営

本年度の夜間本部テ
ント設営所要時間は
12分。12名の防災リー
ダーにより記録が更
新されました。真っ暗
な校庭で互いに声か
け合う設営の様子は
YouTubeで公開中。

訓練当日までの経過
7/21 水難救助訓練
9/5 町会長＆リーダー会議
9/中旬 防災会議 （各町会）
9/25  全体会 
10/10 ふれあいネット全体会 
10/16 HUG
10/23 最終打ち合わせ 
10/27 夜間訓練

夜間訓練・通信確認

今回でHUGも8回目に。

真剣な討議が展開

HUG（避難所運営ゲーム）＆夜間訓練HUG（避難所運営ゲーム）＆夜間訓練


