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7/22　水難救助訓練
7/30　星空劇場
8/5,6   納涼縁日 盆踊り大会
9/10　鶴見区区民まつり
9/18　敬老慰安大会
11/4　まちなか避難所開設防災訓練  

夏～秋の主な行事予定
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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
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いよいよ暑い夏に突入で
すね。毎年夏バテで疲労、
倦怠感、食欲不振を訴
える方もいると思います。
夏バテとは、高温多湿な日本の夏の環境に身体が順応で
きなかった状態をいいます。加えて現代では冷房の影響
で自律神経のバランスを崩す方もいます。冷房を上手く使用すること、
例えば冷房を28度位に設定し直接体に当たらないようにする、扇風機
を併用する、定期的に外気を取り込むなどの工夫がいいでしょう。仕事

場に上着を持参し身体を冷やさないようにす
ることも重要です。食事は特にビタミンB1が有
効で、豚肉、うなぎ、大豆、ほうれん草、ごま
等に多く含まれています。トマト、カボチャな
どの夏野菜に含まれるビタミンCは、自律神経
を安定させる作用があります。冷たい飲み物は
胃腸を壊しやすくするので、常温か温かい物が
いいでしょう。一番大事なのは、規則正しい生
活を心掛けることです。たまには外出し散歩す
ることも、夏バテ予防には必要かと思います。

連載・健康コラム⑪
夏バテについて

北田医院・北田博一院長

本年度より部会中心の運営が本格化し、より多くの目が榎本を見つめ、より幅広く、
多くの担い手が榎本を支えることになります。力を合わせ、前進いたしましょう。
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平成 29 年度 理事会 　~H.30.3

本年５月よりNPO
法人榎本地域活動

協議会の理事長に推挙されました山田でございます。
私の家は代々この放出の地に住んでおりまして、恩
返しのためにもお引き受けいたしました。
田んぼが多くて蛙の鳴き声が喧しかった夏、ザリガニ
をとり、公園での盆踊り、秋のだんじり巡行など、私の
子どもの頃の環境からは大きく変化しました。宅地の
一部が工場に代わり、田んぼが住宅に代わり、工場が
減り、新築住宅が出来ました。“100 年先の君の笑顔を

見たいから”の願いのある地域ですが、地域活動の担
い手が今までよりも必要と思います。子どもさんのこ
と、高齢者のことなど問題は多くあります。行政、地域
の企業、商店街、町内とのより一層の緊密化をし、榎
本地域の方の少しずつの参加の拡大が求められます。
木村前理事長の輝かしい業績がありますので、どこ
まで出来るか不安でありますが、一生懸命頑張りたい
と思います。地活協の皆様、関係団体の方々、行政の
方々のご協力のもと何卒よろしくお願い申しあげます。
NPO法人榎本地域活動協議会 理事長  山田 重信

理事長就任のご挨拶

放出駅前に東西
に伸びる通り、
こんにちは～と
その 1 件の戸を
開けると、地下
からの階段を放
出商店会の島岡
会長がにこやか
に登って来られ
ました。（実は
表通りが 2 階と
いうこの周辺地

域独特な構造）廃業されて 15 年が経つそう
ですが、長く衣料品を扱われて
いたこともあり、さすがご夫婦
揃ってとってもお洒落。趣味の
海外旅行は、欧州、豪州、アジ
ア‥なんと 15 回！そして公私
共にお忙しい合間を縫っての島
岡さんといえば‥花づくり広場
（子ども子育てプラザ前庭、今

津中学西側）で朝に夕に『水やり姿のおっちゃ
ん！』としてお馴染みかもしれません。女性
会の皆さんが中心になってお世話をされ、季
節の花が色とりどりに育てられているこの広
場ですが、これからの季節はひまわり。毎年、
真夏の青空に大輪の花を咲かせます。プラン
ター栽培とは別のこの地植えの花々は島岡さ
んの日々丹精の賜物。そして冬を過ぎ、春を
迎えると、いよいよ菜の花のシーズン。
３月には放出の商店会と榎本地域のコラボイ
ベント『放出にぎわいフェスタ・菜の花かー
にばる』が開催され、鉄道唱歌に「咲くや菜
種の放出も♪」と親しまれた菜種（菜の花）

の咲き誇るこの広場が商店街
と地域をガッチリ結びつけまし
た。80 歳を越えて尚もダン
ディ、街を駆け回る島岡さん、
地域と商店会の架け橋、これ
からもよろしゅう頼んまっせ！
（放出商店会は旅行読売 6 月号
にも取り上げられました。）

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。

えのもと私の好きなトコVol.11
『花づくり広場』
島岡 貞夫 さん

鶴見区役所から交付される 28 年度の榎本地
域活動協議会補助金の決算を行いました。地
活協への補助金は、5,073,750 円です。地域活

動協議会の補助金は、事業費の 50％が補助（一部 75％）されます。
地活協の事業に補助金を充てるためには、同額の自主財源が必要と
なります。榎本地活協は、町会費（各世帯月額 30 円）を基礎財源に
事業収益や寄付金等で運営しています。また、生涯学習、学校体育
施設開放の学校２事業に地活協を通して交付されました。榎本小学
校等 4 校のいきいき放課後事業は、ほぼ全額が人件費です。NPO 法
人榎本地域活動協議会の会計年度を４月から３月に変更しました。
４月２９日に決算予算を総会で決定しています。

平成 2８年度
大阪市補助金
決算報告

※ H ２７年度より榎本が、いきいき４校
（今津・茨田北・茨田南・榎本）の事業受託をしています。

「こんにちは！」と元気な声で挨拶をしな
がら、子どもたちが次々といきいき教室に
やって来ます。「こんにちは・・・」と指導
員も笑顔で子どもたちを迎えます。

榎本いきいき活動は、気持ちの良い挨拶で始まります。榎本小学校全児童
数は 987 名、いきいき登録者数は 553 名です。4 月より一番多い日で、179
名の児童が参加した日もあります。この様に参加児童数が多い為、学校には
いろいろな面で多大なご協力を頂いております。また、お花見の会、夏のお
楽しみ会などの行事では、地域の方々に大変お世話になっております。学校、
地域のご協力あってこその「いきいき」活動と心より感謝しております。
榎本いきいきでは、一人一人の子どもを大切にしたいという理念を持って、
指導員一同取り組んでいます。頑張った子、思いやりのある子などに対して
は、しっかり褒め、怠ける子、約束を守れ
ない子、友だちを大切にしない子などには
厳しく指導しています。そのため、日々の
ミーテイングでは意見交流を密にして共通
理解を図る、月 1 度の指導員全員揃っての
ミーテイングでは学習会をしたり行事につ
いての話し合いなどを行い、指導力を高め
るなどの取り組みを行っています。
今後とも皆様の温かいご支援ご協力を、
どうぞよろしくお願いいたします。

いきいき活動報告！
いきいき４校の先生方に聞く④

榎本小学校
『一人一人を大切に』

大林 まゆみ 先生
松本 泰子 先生 野口 ますみ 先生

この日、茨田南小
学校の校庭を汗にじ
ませて 94 名の児童
が走り回りました。
チャンバラ合戦と
は、片手にスポンジ
製の刀を持ち、腕に
「命」となるボール
を装着して大人数で戦うリアル合戦GAME。

４校入り混じってのチーム分
け、敵味方を確かめ「いくさ開
始！」の合図で「オォー！」と
雄叫びをあげ、合戦がスター
ト。最初は 2 チーム、そして 3
チーム‥次第にチームで作戦
を立て始め、なんども合戦が

繰り返されました。最後は
おとな（指導員の先生方と
地域の会長さん）VS 子ども
たち。必死の応戦にもかか
わらず、おとなチームの大
敗‥。そして最後はバトル
ロイヤル！春休み前の楽し
いひとときとなりました。

いきいき4校交流会
2017.3.25

『チャンバラ合戦-戦 IKUSA』

平成 28 年度 大阪市地域活動協議会補助金決算書
（単位：円）収入
備　　考項　　　目 決　算　額

活動費・運営費含む大阪市補助金 5,073,750
その他 9,268,636

14,342,386合　　　計

支出

合　　　計 14,342,386 5,073,750

事　業　名 決　算　額 うち補助金・交付金
乳幼児子育て支援（スモチル) 94,262 40,945
ふれあいまつり 453,717 147,282
榎本盆踊り・納涼縁日 859,859 369,412
区民まつり 280,003   88,469
榎本大運動会 944,660 276,590

ふれあい餅つき大会 100,316  50,158
青色防犯パトロール 315,384 236,537

817,184広報（ふれあいえのもと通信・ホームページ） 1,091,114

まちなか防災・避難所開設訓練 639,242 473,833

はなてん音楽サロン 794,893 396,446
榎本児童見守り活動 148,176 111,132
安心安全防犯活動 642,933 480,670
児童公園管理 250,184 171,766
はぐくみネット事業 142,356 71,178
配食サービス 771,797 327,398
運営経費 6,813,490 1,014,750

大阪市委託料

生涯学習ルーム 50,00050,000
いきいき放課後事業 62,191,326 62,191,326

コミュニティ回収事業 720,125 2,605,835
学校施設開放事業 280,000 280,000

支出　　  　　　　収入

今津まちづくり文化振興基金
地域こども部屋事業 124,267  96,840
星空劇場 150,000 150,000

支出　　  　　　　収入

地域福祉活動費 2,354,401 1,601,320
地域福祉活動助成金 支出　　  　　　　収入

みつるぎの里 27,275,548 18,753,216
小規模多機能型居宅介護事業 支出　　  　　　　収入



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

鶴見区の防災リーダー
がこの 1 年の成果を鶴
見緑地『小芝生』で競い合いました。
ぽかぽかの陽射しの中、防災服とヘ
ルメットを装着したリーダーが一堂
に会した開会式は壮観！準備体操の
後、さっそく競技がスタート。榎本
のリーダーたちも事前打ち合わせや

練習を重ね、息の合っ
た様子で各種目を競い

ました。傍らでは、一般参加のミニ
つるりんピックも行われ、火災発見、
通報から初期消火までの流れを体験。
このイベントで榎本防災リーダーの
結束はさらに強化され「来年こそは
優勝やで！」と声が響きました。

つるみんピックつるみんピックつるみんピック
2017.3.12

担架作成・搬送ロープ結索 可搬式ポンプ操法

見学＆体験しましょう！
★レスキュー隊員による実演 

★着衣泳の体験 他
参加ご希望の方は各町会長、班長まで

鶴見区消防署レスキュー隊による

201７年7月２２日 （土）

榎本小学校プール

10:00～1 1:00am

榎本水難救助訓練

いよいよ本格始動、榎本防災。
2006 年 12 月に始まっ
た音楽サロン活動は 11
年目を迎え、第 50 回コ
ンサートを開催。この日に向け、１年以上
の期間をかけて企画準備をいたしました。

コンサートにお越しくださる
お客様や毎回応援してくださ
る方々のお力とご意見をたく
さん頂いて、演奏者の皆さま
に依頼、そのご快諾を更に開
催のパワーにいたしました。
当日は、120の席を準備。満
席の会館は、少し狭く、ご不
快な点もあったでしょうが、
1 部、2 部ともに鳴りやまぬ
拍手と、演奏者とお客さま、

そしてスタッフ、会場
一体となって素敵な時
間を過ごすことができ

ました。この日の５つのコンサートは、い
ずれも、たっぷり時間をかけて聞きたい
ものばかり。12 月の第 49 回
プレアニバーサリーコンサー
ト、前日の菜の花かーにばる
も合わせ音楽三昧、。そして、
お帰り際のお客さまのお顔に
は、心地よい疲れと優しい笑
みをみて取りました。
みんなで育てた地域コン
サートが、こうしてひとつの
節目を迎え、音楽の街へ、ま
た一歩近づいたでしょうか。

 50th Anniversary Concert
はなてん音楽祭

2017.3.5.Sun  

松原優子
竹内愛未

太田里子

笹川知加

市川拓平

かとうのりこ
内藤咲重

山本 学拍手喝采でむかえたエンディング！

おめでとう！

今津中学吹奏楽部

放出商店会の特別出店

汎愛高校ダンス部

ニューオーリンズレッドビーンズ

はぐくみ
菜の花
かーにばる
2017.3.4

榎本小の子どもたち

新キャラクター『なのはな
てんちゃん』デビューは
榎本放出初の駅前パ
レードで。第２回放出に
ぎわいフェスティバルで

の協力イベントとしてデビュー
の舞台は完璧！『はぐくみ菜の花かーにばる』
は地元のミュージシャン、高校生に中学生、
榎本小学校の児童や就学前の子どもたち、そ
して放出駅前の商店会の皆さまの参加を得
て、華やかに開催。準備した『てんちゃんバ
イザー』は 250！パレードに参加の子どもた
ちはもとより、商店会の役員さんたちにも歓
迎していただき、阿遅速雄神社を中心に、な
のはなてんちゃんが勢揃い！朝一の機材の積
み込み、会場設営から始まって商店会、汎愛
高校の皆さんと地域が力を結集。島岡放出商

店会長の開会ご挨拶に始
まって、鶴見商業高校の
演奏にダンス、めだか学
童の子どもたちのけん玉
演技、雅っ鼓の和太鼓、
アトラクティブ K スタジ
オ。汎愛高校生のダンス
に演奏、そして CD 放出
チームが入って大人も
うっとり。合同練習を重ね
た榎本児童のリコーダー
演奏に続き、今津中学の
吹奏楽団。〆はニューオー
リンズレッドビーンズ。そしていよいよ隊列
を作ってパレードへ！普段一緒に活動するこ
とのない各カテゴリーの皆さんが一堂に会し
て地元放出をそれぞれに楽しみました。

申し分のない晴天！準備を重ねた榎本の
一大イベント 「ふれあいまつり」。今年で 13
回目を迎えたこの地域のおまつりは、榎本
で活躍する委員会や団体のグループ間交流
と、地域の皆さんへの地域活動のアピール、
そして新たな担い手へのアプローチを目的
に始まりました。今では、地域の学校、事業
所や企業も巻き込んで、福祉会館、会館駐
車場、榎本南公園、そして会館南側道路、
と拡大、その広い会場を所狭しと、ステー
ジやブースが立ち並び、小さなお子さんを
連れた家族で賑わいました。
何と言っても、中高校生の活躍が際立つこ
のイベント、そしてそれを見守る大人たち。
今年もたくさんの笑顔と笑い声にあふれる
1日となりました。初夏の日差しは時に厳し
く、演技する者もスタッフも額に汗、顔は次
第に紅潮して、暑い熱い初夏！無事終了後、
総勢での片付けも終えて、ようやく浮かん
だ、みんなの安堵の顔が印象的。

まるおかかずこさん 駐車場青福ブース はぐくみワークショップ つるりっぷ登場！

鶴見商業高校のお店 北田先生の健康相談

トリはCD放出制作チーム汎愛高校音楽部はスタッフとしても大活躍福祉会館２階の絵手紙展会館南側道路も大賑わい！
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やりまっせ !やってまっせ !やりましてん！えのもと広報

えのもと 春から夏へ 2017年（平成29年）６月15日　第26号 ふれあい
えのもと通信
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