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3/ 4　はぐくみ菜の花かーにばる 
3/4,5   放出ぐるぐるバル＆セール
※第2回放出にぎわいフェスティバル     

3/ 5　第50回 はなてん音楽サロン
3/12　つるみんピック

春の行事予定

50th Anniversary!

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
　　　　（毎週ではありません）
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

（玄関先や集積場所）
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

平成28年5月から、いきいき
活動室で勤務することになり
ました。今まで関わったことの
ない放課後の児童を預かる仕

事に多少の戸惑いもありましたが、2 名のサブチーフ指導員、15
名の地域指導員と小学校からの協力を受け、現在の活動に至っ
ています。本校のいきいき活動は在籍児童 680 名、いきいき登
録児童が約400名、普段の参加は60から90名ほどです。活動
室はプレハブ教室一階の一部屋、中庭や門に面していて、外遊
びには近く、下校でも子どもが門を出るところが見えます。逆に
この環境で外からの不審者侵入に対してやや不安な面もありま
す。狭い活動室ですが、学習タイム・遊び時間を子どもが楽しく
有意義に過ごせるように指導員は
時には厳しく指導をしています。ま
た、活動受付方法や活動室の環境
整備には地域指導員からの意見を
取り入れて運営を行っています。指
導方法も偏ることがないように「お
知らせ」として文書で周知すること
にしています。(チーフ指導員 小林 正典)

いきいき活動報告！
いきいき４校の先生方に聞く③

茨田北小学校
『安心、安全に』

※H27年度より榎本が、いきいき４校の
事業受託をしています。

小林 正典 先生
竹山 章子 先生 歸山 貞夫 先生

私の地域活動
の始まりは「榎
本幼稚園 PTA」
今回は、地域を多
方面から知り尽く
した近藤さんの登
場！榎本へ、そして
次代の皆さんへ、
思いの丈を綴って
いただきました。                  
昭和59年 2月29
日、長男を園に送

り、帰って来た妻が今夜主任先生が来るとの
事、集金の為多くを聞かずに家を出たが、何用
かな、子どもが園で何か悪さをしたのかな？い
や息子に限ってそんなことは無
い‥色々思いましたが、要件は
PTA会長のお話。1週間を掛けて
自信の無いまま承諾。以来33年、
PTA、町会、青少年指導員、福祉
委員、種々OB会と途切れること
なく今日に至っています。生まれ
は隣の蒲生、仕事も出張が多かっ
たので地元に知人は殆どなし。

受けた以上は一生懸命にのつもりが（あの人
好きやなー）の陰の声。（なんでやー！）の思い
を「そうや、好きになったら良いねんや」に切
り替えて（アンタようやりはるなー）のお声掛
けに「私、好きでやってますねん」で今日まで
来ました。榎本で好きな処は沢山ありますし、
思いのある処も沢山あります。その中でも地域
のお手伝いのキッカケとなった、区内で只一つ
の公立榎本幼稚園。そして、もう一つ、阿遅速
雄神社。由緒歴史のあるこの神社は、放出に越
してきて直ぐの頃（昭和 40 年代後半）、お祭の
夕方、神社本殿の右脇にポツンと鉦が置いて
あり、コンコンーコンチキチッチキチッコンコー
ンと叩いてみようかなと言う思いに駆られまし

た。その思いは今もなお、持ち
続けています。お宮参りや、初詣、
祭、etc.　PTA も前宮司さんとは
一番長く一緒でした。  そして、
今一番の願いは（じいさん、も
う止めても良いよ。後は私たち
に任せなさい）と地域を担って
くれる若い人が一人でも多く、
名乗り出てくれる事です。

えのもと私の好きなトコVol.10
『榎本幼稚園と阿遅速雄神社』

近藤 誠孝 さん

えのもと私の好きなトコVol.10
『榎本幼稚園と阿遅速雄神社』

近藤 誠孝 さん

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。

鼻がグズグズ、目がショボショボして困ってい
る人も出てきたのではないでしょうか。春の花粉
症はほとんどがスギとヒノキによるもので、毎年
2月中旬から5月上旬まで飛散します。今年は西

日本、特に近畿地方での飛散量が例年よりも多いと
言われており、昨年症状が無かった人も要注意です。主な症状
はくしゃみ、鼻汁、鼻詰まり、咽頭痛、目の充血、痒み等です。まずは花
粉を遮断することが重要ですので、不織布のマスクとメガネの装用がい
いでしょう。家に入る時は衣類をはたいて花粉を落とし、うがいをしま
しょう。それでも効果が無ければ医療機関を受診してください。症状に
応じて飲み薬、点鼻薬、点眼薬を組み合わせて処方します。市販薬もあ
りますが副作用や、妊婦さんには使用できない薬もあり、また風邪や副
鼻腔炎などの感染症だったという事もあるため、注意が必要です。春は
すぐそこですが、花粉症の人にとっては辛い季節ですね。 　
〒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/

連載・健康コラム⑩
花粉症について

北田医院・北田博一院長

連載・健康コラム⑩
花粉症について

北田医院・北田博一院長

私たちは榎本校下にて
様々な活動をしています。
高齢者のふれあいの場で
ある高齢者食事サービス
の手伝い、小学校・中学
校と連絡を取り、児童・生徒の見守り活
動、子育て世代のお母さん方の友だちの
輪を広げても
らう子育てサ

ロンの手伝いなど、また地域行事
の参加。現在、民生、児童委員17名、
主任児童委員 2 名（主に児童福祉
関係）の 19 名で活動しています。
地域住民の皆さまが抱える問題の

解決を図
り、安 心
して暮ら
せるよう
努めてゆき

ます。私たちは厚生労働
大臣より委嘱を受け、大

変重い守秘義務を負っていますの
で、困った時には気軽に遠慮なく、
皆さまの近くにおります民生児童
委員に相談してください。   　  　

みなさまこんにちは。

民生 ・ 児童委員です ！

榎本地区長　高島 實

『明るい榎本地域を目指しましょう ‼』

榎本地区民生委員協議会

板原  　香
頼尊　知宗
松井　正子

段野　英子
直 田 　努

阪口　弘子
岸本　裕子
長田　久代

宗宮　惠司

下川　清輝
井坂　英樹
今枝　謙之
中村　茂一

高 島 　實
上田  樹三郎

濱崎 佐代子

野口　朋子
内園　弘子

中井　和子

　氏 名　 　氏 名　町会 町会

主 任 児 童 委 員

1
2
3・18
4
5
6
7
8
9
10

11・12
13・17
14
15
16
19

20・21・22

高島 實 地区長

食事サービス 子育てサロン

たくさんの来賓
の皆様にご参加
いただき、今年も、
新年を寿ぐ互礼
会を華やかに開
催いたしました。

木村理事長のご挨拶では、榎本がまだNPO法人としての機
能を発揮しきれていないことの反省を含め、新年度からは新
体制でのスタートを切り、３年の猶予をみて 2020 年、そし
て更に 2025 年への大切な進展の時期であること、努力をと
もに続けましょうと力強い決意が表明されました。

新生榎本を目指して 　2017.1.7

鶴見区青少年福祉委員会、渾身のイ
ベント、新春リレージョギングも1月15
日に無事終了。榎本のチームも多数入
賞、おめでとう！（写真提供：近藤誠孝氏）

はなてん音楽サロン 50th Anniversary Concert

は
な
て
ん
音
楽
祭

山本学カルテット

内藤咲重
(トランペット)

蓼沼ゆき
( ピアノ )
山本学

( ベース )
弦牧潔

( ドラム )

市川拓平トリオ

市川拓平
（ビブラフォン）

江邉浩二
（ベース）
木村一宏

（ギター）

レ・セレネッレ
リラの花

かとうのりこ
（ヴォーカル）

藤井晴世
( ピアノ )

２０１７年

３月５日（Sun）

第１部クラシック
14:00開演 13:30開場 

第２部ジャズ
18:00開演 17:30開場

榎本福祉会館
入場無料＊チップ制

『はなてん音楽サロン』
５０回アニバーサリーを
迎えるにあたり皆さまの
ご要望におこたえして
今回の演奏者の皆さまの
ご出演が叶いました。

ピアノトリオ

太田里子
（フルート）

松原優子
（ヴァイオリン）

竹内愛未
（ピアノ）

協力：JAZZ 喫茶 DEAR LORD 〈ＪＲ放出駅前〉

はぐくみ菜の花かーにばるはぐくみ菜の花かーにばる

３月４日(sat) 11:00am～

『放出にぎわいフェスタ』   

開催!! 
〈放出商店会・みゆき通り商店街〉

そして、阿遅速雄神社では、
はぐくみネットワーク企画の

ダンス＆音楽のライブ

榎本・放出、春の２日間を存分に
お楽しみください。

オペラとピアノ

笹川知加
（ソプラノ）

西山遼
（ピアノ）

第１回は、平成18年12月2日(土 )16時からゴール
デンパレス大阪２階中ホールで、フルート（太田里
子）とヴァオリン（松原優子）両氏のクリスマスに関
係する曲を主として、現行の入場無料・チップ制、
楽器は演奏者持ち込み、PA なしの無手勝流で開催
した。演奏後、演奏者を囲み別室で、木村武史榎本
連合会長を始め、数名で夕食会を割り勘で催した。
 第２回は、榎本地区ネットワークの大山京子さんの
紹介で、ニチイケアーセンター今津で見舞い出演し
た女性コーラス「アンサンブル・ビアンカ」が無料
出演との事で依頼。介護施設は無料でも一般は有
料とのことに大山さんの工面で、平成 19 年 3 月25
日14 時、鶴見区子育てプラザ ( 今津会館 )で開催。
電子ピアノは出演者持ち込み。　　　　　　　　
 第３回は同年4月(土)16時、放出会館で「まるおか
かずこワンマンライブ」ギター、ハーモニカとPAは
出演者持ち、これらを私の自動車で運んだ。
 最も困ったのは、町会長会議での一部の異論で演
奏会開催のポスターが、町会掲示板に貼らせても
らえないことであった。支障のないライトハウス、
我が家の壁、市営住宅、マンション掲示板などに許
可を得て、貼らしてもらった。サロンが 6 回、7 回と
回を重ねると、抵抗も少なくなり、今では、異論どこ
ろか榎本地域活動協議会の目玉活動となっている。
 平成 20年 6 月、私の娘と息子が小学生の頃、使っ

ていた縦型ピアノRosen
を会館に設置すること
で、楽器の問題は大幅に改善された。現在では、
PA、照明も備わり、一応、音楽会を楽しめるように
なったのは喜ばしい。　　　　　文責 : 山根 壽己

山根 壽己 実行委員山根 壽己 実行委員

はなてん音楽サロン
50回記念公演を迎えて

平成29年3月4日に阿遅速雄神社、
5日に榎本福祉会館で、

50回記念公演を開催することになり、
誠に目出度いと思うと共に、
よくぞ１１年間続いたものと
感じ入る次第である。

はなてん音楽サロン５０回の感謝を込めてお贈りします！

第１回

第２回

第３回

第49回

ふれあい
えのもと通信
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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

※本年度防災訓練で
成果を挙げました。

大阪市鶴見区今津北1丁目11-32
TEL : 06-6242-0904
FAX : 06-6264-0926
問合せ（担当・蒲生）

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

カラリと晴れ！今年を締めくくる行事はすっかり恒例、ふ
くの日餅つき大会！前日からの準備も余念なく、朝は９時
にスタッフが集合。残りの準備を整えて 11 時スタート！
早くから、お餅をつきたい子どもたちが列を作り、楽生
会の皆さんの手を借りつつ、重い杵を振り下ろしました。
砂糖醤油に、きなこにぜんざい。つきたてのお餅を思い
思いにほおばって、長い行列やぎゅうぎゅうの椅子席に
も関わらず、賑やかな笑い声が溢れました。80 キロのも
ち米は、さすがにつきごたえがあって、３つの石臼はフル
回転。ちぎり手も立ちっぱなしの大活躍。いったい何人
の方が来られたのか、顔を上げる間もない忙しさ！本当
に大勢の方のお腹に、お餅が収まったことは確か。ノロ
の流行で、取りやめになった行事も多いと聞きましたが、
こうして美味しい顔と、その顔にカメラを向ける保護者
のみなさんの姿は、寒い冬の日の陽だまりのようでした。

榎本ふれあい
餅つき大会

榎本ふれあい
餅つき大会
１２月２９日（木）１１時～

榎本福祉会館

福（２９）の日 ！

おいしいお顔がいっぱいおいしいお顔がいっぱい

はよ、ついて～！まかせとけ！はよ、ついて～！まかせとけ！

さとう醤油いかが？さとう醤油いかが？ お餅女子~お餅女子~ 片付けもテキパキ。片付けもテキパキ。

榎本たこづくり教室
１月 ７日（土） １０時～１２時

榎本小学校西校舎３階 いきいき教室

はぐくみ、いきいき、子ども会、PTA！今年
最初のイベントはやっぱりこれ。たこ作り教
室！今回も50名を越す子どもたちと、いきい
きの先生がた、付き添いの保護者の皆さん、
そして榎本ダンディーズ！2 階の多目的室も
お借りして大入り満員、大騒ぎのたこ作り。
真剣な子どもたち、難しいところは大人が
手伝いますが、その手にも思わず熱が入り‥。
他のイベントでも、何度も顔を合わすうち、
地域の皆さんと子どもたち、そしてその保護
者の皆さんともなんとなぁく顔見知りになっ
ちゃいました。催しそのものを楽しむことと、
そして、お知り合いが増えること。これが地
域行事の目指すところ。さて、出来上がり～！

今枝会長奮闘中。今枝会長奮闘中。

パパたちも榎本ダンディーズも大活躍パパたちも榎本ダンディーズも大活躍

出来た～！出来た～！

こないすんねんでこないすんねんで

さぁ、揚げるで～(^o^)丿さぁ、揚げるで～(^o^)丿

前夜の雪が辺りを真っ白にした厳寒の日曜。
鶴見緑地コミュニティ広場では、開会を待た
ず、たくさんの凧が真っ青な空に舞っていま
した。各地域の大凧も次々と持ち込まれ、ユ
ニークな自慢の凧をずらりと展示。13時になっ
て開会式が始まり、毎年お馴染みの凧名人の
姿も頼もしい！その後、30 分間が大凧あげの
時間。早々に空高く舞い上がる大凧。榎本も
凧名人にバランス調整をお願いした後は、別
凧？のように高く高く、たちまち姿を見失うほ
どに空高く！年末の大凧作りから始まって、デ
ザインから下絵、色つけ、仕上げ・・・じっく
りと準備を重ねたスタッフの顔もほころびま
した。会場には、子ども会による角凧の販売、
おやつのたこせん(笑)サービス、青指の凧の
病院と、いくつものテントが並び、女性会の
粕汁とぜんざいの振舞いは、身体を芯から温

めます。大凧のあとは、一般の凧あげ。凧づ
くり教室で一緒に作った角凧も、たくさんの
凧に混ざって広い空に舞いました。この会場
は榎本地域からは遠いので、毎年子どもたち
の参加は少なく寂しくもありますが、どこかの
空に舞う凧を見上げる子どもたちの顔を思い
浮かべることが出来ました。空から鶴見を見
渡した、新キャ
ラクターの大
凧は当分の間
会館に展示さ
れますので、
是非ご覧にお
越し下さい。

新春凧揚げ大会
１月 １５日（日） 

鶴見緑地西部コミュニティ広場

大凧製作中～！

あいにくの雨模様。そんな中、榎本福祉会館には、なんと、61
組140人を越えるママと子どもたちが集まって、賑やかに温
かに半日を過ごしました。自然に月齢ごとに集まって、それぞ
れに会話を交わしながら、音楽を楽しみ、身体を動かし、リー
スやおもちゃを手作りしながら、話は弾みます。サンタの登場
で、クリスマス会も最高潮！子どもたちの笑顔、それを見守る
保護者のみなさんやスタッフの優しそうな顔、顔、顔。たっぷ
り3時間を過ごし、みなさんの心には、どんな楽しい思い出が
残ったことでしょうか。サンタさん、また来てね！

☆音楽で遊ぼう♪おとあそび

☆手作り離乳食試食・試供品配布

☆絵本読み聞かせ

☆プラバン ☆ゆらゆらビーズ

☆クリスマスリース

☆育児相談・体重、身長測定

　☆ピアノ演奏

★サンタ登場 ！ ！

会場☆榎本福祉会館

スモチルフェスタスモチルフェスタ
２０１６２０１６.１２.１３(火)

サンタとあそぼう スモチル＝スモールチルドレンとは
就学前の乳幼児のことです。

スモチル＝スモールチルドレンとは
就学前の乳幼児のことです。

リース作り

おとあそび

ボールプールで。 離乳食相談

こっち向いて～

サンタさん♪

厳寒が予想された
この日でしたが、な
んと柔らかな小春日
和。そんな陽射しの
中、榎本小の児童と地域
のみんなとの交流会！前
半は、3～ 6 年生が合唱
や合奏で「感謝集会」を
開催。学年ごとに披露される曲は、選
曲も演奏もその学年の特徴がいきいき
と。ちょっぴり照れのある６年生も、感
心する出来栄え。高学年の演奏を振り
返って聞く3～4年生の顔も印象的。
後半は、まだあどけなさの残る1年生
と2年生に囲まれて「むかしあそび」。
これも恒例の行事として長く継続して

います。講堂では、
紙飛行機、めんこ、
けん玉にだるま落と
し。教室では、おは

じき、おてだま、あやとり、
しょうぎ、おりがみ。そし
て運動場は、こま、べー
ごま、ゴムとび、はねつ

き、パカポコ。あっちでもこっちでも、
歓声と笑い声が響きます。真剣な表情
から、笑顔に崩れるのは、おとなも子
ども同じ。次々に、遊びを回っていきま
すが、「お願いします」「ありがとうござ
いました」の大きな声が響きます。楽
しかった～！と講堂に戻る子どもたち
に、心も軽く、暖かになった半日でした。

1月２１日 （土）

榎本小学校交流

感謝集会とむかしあそびの会
榎本小学校交流

感謝集会とむかしあそびの会

パカポコ 本格将棋！

こちらこそありがとうこちらこそありがとう

感謝集会

PLANNING ROOM
 NAKASHIMA
537-0002 大阪市東成区深江南2-10-28

TEL/FAX：06-6975-2715
E-mail：prm28-nakashima@feel.ocn.ne.jp

ナ
カ
シ
マ

企
画

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

学校と地域が連携した「はぐくみネットワーク」
のプロジェクトを中心に地元の
学生、ミュージシャン、ダン
サーが音楽の演奏とダンス
で盛り上げます。※飲食
ブースや子ども対象のゲー
ムコーナーなどもあります。

えのもと 春の訪れ 2017 年（平成 29年）３月1日　第 25号 ふれあい
えのもと通信

２ ３


