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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！

子どもが風邪でし
んどそうなのに、抗
生物質を処方して
もらえなかったと
言って来院される方がいます。結論から言うと、風邪
に抗生物質は効きません。ヒトの病原体は大きく分けて細菌とウイ
ルスがあるのですが、抗生物質が有効なのは細菌のみです。ウイ
ルスには全く効果がありません。そして子供の多くの症状（発熱、咳、
鼻水、下痢）の原因のほとんどはウイルス感染なのです。抗生物質
を適正に使用しない事で、耐性菌という抗生物質が効かない細菌

が増えたり、下痢が悪化したり、アレルギー
などを認めることがあり、特に耐性菌は社
会問題になっています。抗生物質を飲んで
風邪が治ったと言われる方もいますが、ほ
とんどは風邪が治るタイミングで抗生物質
を飲んでいただけです。しかしながら溶連
菌感染症やマイコプラズマ肺炎など、抗生
物質による治療が必要な感染症も存在しま
す。薬の内容で疑問点があれば医師に質問
し、説明を受けるようにして下さい。

連載・健康コラム⑯
風邪に抗生物質は必要？
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/

2018.6～8月の回収量は
74.03 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
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

地域スタッフの皆さん地域スタッフの皆さん
酷暑の夏も変わらず
ありがとうございました
酷暑の夏も変わらず
ありがとうございました

10/  7   榎本連合大運動会
10/14  はなてん音楽サロンVol.57
10/27 夜間訓練
10/28  まちなか避難所開設防災訓練
12/11 スモチルフェスタ
12/29 ふれあい餅つき大会
※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

秋~冬の主な行事予定

平成30年6月18日7時58分、
大阪府北部を震源として最大
震度６弱の地震が発生した。
大阪府で震度６弱以上の揺れ
を観測したのは初めての事で
ある。大阪市内では北区で震
度６弱、都島区などで震度５
強を観測。大阪府内の建物の
約４万件が被害を受け、地震
の大きさがうかがえる。
今回の大阪府北部地震では、
ブロック塀が倒れ通学中の女
児、崩れた塀の下敷きになっ
た見守り活動をしていた男性
が亡くなった。大きな地震が
起きたとき、多くの危険が屋外にも潜んでいるので注意
が必要である。近年、「防災」だけではなく「減災」とい
う言葉がよく使われ、災害が発生した場合に被害を減ら

すという社会になりつつあり、日頃か
ら、家庭内、住宅周囲にも目を配り災
害時の安全に配慮しながら安心・安全
に努めなければならない。

「減災」は
日ごろの努力から！

防災コラム④
『減 災』

鶴見消防署 地域担当司令 
福川 久美夫

みんなは

ひとりのために

ひとりは

みんなのために

を目標に、207 名の登録児童と
チーフ指導員、サブチーフ指導
員2名と10名のスタッフ指導員
で日々、活動しています。毎日
70 名ぐらいの参加があり、学習
タイム、読書タイムに取り組ん
だ後、体育館、運動場、活動室
で元気に活動しています。
「いきいき」へ参加をしたら、
友だちと仲良くすること、人の
話をよく聴くことを児童の活動
の目標として、ご家庭にも協力
をお願いしています。この２つ
のことに取り組むことは簡単な
ことのようですが、なかなか身
につけることができません。毎
日しっかりと取り組んで身につ
けてほしいと願っています。
指導員は保護者の信頼をえら
れるよう、参加児童の安全に対
して万全の注意を払って指導を

行い、児童が楽
しく仲良く活動
することへの支
援することを目

標にしています。
「茨田小学校いきいき」は、開
設 21年目の平成 30 年 4 月から
NPO 法人榎本地域活動協議会が
大阪市より管理・運営事業委託
を受けられ、いきいき活動に対
して積極的に支援をしていただ
いています。

いきいき活動報告！
いきいき５校の先生方に聞く⑤

茨田小学校
『みんなをたいせつに』

入江 洋 先生 伊藤 正博 先生

「いきいき」活動に、熱意を持って子どもの指導、
見守りなどに携わっていただくスタッフ指導員を募集しています。

問合せ・TEL 06-6965-2123 （いきいき事務局・上田）

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。

安全なみゆき通りには
お年寄りのお買い物客も増え
安否の確認にも繋がります。

急坂の南入り口、猛スピードで自転車が駅前から走り込
んでくるし、斜面の駐輪車は将棋倒し、自転車いっぱいの
コーセツ放出前、買い物客が迷惑してる、何とかならんも
んかなあ‥と、話を持ち込んだのは、みゆき通りの商店主。
そこで、商店会が中心、8・9町会がサポートする形でコー
セツ放出前・近江屋横、放置自転車撲滅対策と啓発活動
をやろうという事になり、5 人の " オッサンズ " を結成、
6/28に第1回のミーティング。その後、計5回のミーティ
ングを経て、いよいよ 8/1 本番。地域の協力隊と " オッサ
ンズ " がプラカードとチラシを手に「おはようございます」
「いってらっしゃい」 「自転車は降りて押してや」「買い物
以外は駐輪しないで～」を連呼。「大変やな！がんばりや！」
の声に「よっしゃ、いけるぜ！」と。朝の 1 時間はあっと
いう間に終了。ピーク約 100 台あった自転車は 4 分の 1
程度に減少。暑い中の 10 日間、みんな頑張った。併せて
商店の人たちとの交流の場
を持つことができ、本当に
充実した毎日。
今後も  ①みゆき通り全体
の買い物客以外の駐輪禁止
啓発の継続徹底。②買い物中
バンドの取り付け依頼の徹
底。この 2 点に重点を置き、
意識・モラルの向上を図る。 
" オッサンズ " PART2、まだ
まだ頑張っていきます。

地域に目を向けるきっかけは
防犯委員になったことでした。

放置自転車撲滅！
第９町会長

大森 正男

「減ったね! 助かるわ! 危なかったもんね!」
町の人や買い物客、幾人となく声をかけられ

"やって良かったなあ" と実感。

6 月の大阪北部地震は、榎本地域
でも大きな揺れを感じました。時
をおかず、各町会で安否確認がな
され、榎本全域の無事に安堵。
7月 5 日から 8日頃までは、記録
的な大雨。岡山、広島、愛媛など
西日本各地に洪水、土砂崩れ等、
甚大な被害をもたらしました。この西日本豪雨は、大
阪の交通機関も完全にマヒさせました。
熱中症のニュースが日常となり、水温が上がりすぎて
プール学習が中止となったのもこの夏の出来事です。
こうした自然災害の猛威に心を痛め、自分たちはどう備
えれば良いのか、何か出来ることをしようと、榎本は防災
や安全・安心の取り組みを強め、義援金も全町会をあげて
呼びかけました。 『まちなか防災・避難所開設運営訓練』

は 10 月 28 日に設定、今秋も
榎本全町会の防災ネットが起
動します。避難所運営ゲーム
（HUG）や要援護者支援ネッ
トの全体会も織り込まれます。

自分たちの街は自分たちで守ろう。

大阪北部地震
西日本豪雨
そして

榎本地域の動き

義援金 ¥316,697
9/8現在（盆踊り分を含む）
日本赤十字社を通して
被災地へ届けます。

「さぁ、いつ頃までやってたや
ろ？節句には菖蒲を屋根にほぉ
り上げて、夜には風呂に浮かべ
とったな。」菖蒲湯は全国的に
知られているけど、なぜ屋根
に？この放出の風習について、
千七百年を遡る『史跡菖蒲神池』の由緒を
刻んだ碑（昭和 41 年 野村武史氏 建之）が
阿遅速雄神社境内右手にあり、裏面の碑文
は以下の通り。（森田さん資料より）
《仁徳天皇 ※御悩の時 本社祭神 夢枕にたた
せ給ひ「皇居の東方にある神池の菖蒲を祭
祀せられよ必ず御悩癒ゆべし」との神託に
より祭祀給ひしに忽ち平癒あらせられ給ひ
たりと 伝ふ　東成郡誌より
之が由縁にて古来より菖蒲刈祭は本社の特殊
祭典として伝わり 菖蒲は霊験あらたかにして
邪気攘ひ（はらい）病魔除として端午の節句
に広く各戸の屋上に菖蒲を祀る風習発祥の神

池なり》 ※御悩（ごのう）…貴人の病気を敬っていう語
今は水が張られていないので、そこに池のあ
ることも忘れてしまいがちですが、お神楽を
お願いすれば菖蒲の葉が添えられ戴けるの
もこの由緒より。今回は第２町会長の牛谷さ
んと節句行事を再現。神社にお願いして、菖
蒲池で葉を刈らせて頂き、束にして屋根上

へ（引き下ろしやすいよ
うに紐を垂らしておく）。
その後、25 センチほどに
折り曲げ、ばらけないよ
うグルグルと成形。改め
て碑文を見ながら「風呂
のない家も多かったやろ
から、そこまでは書いと
らんのかもなぁ」「そぉか、
アレは祀っとったんやな、
屋根の上に」ええっ(笑 )

お話の最後は、大
笑いになりました。

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。

『菖蒲池と節句の風習』

歴史家・放出の語り部
森田 泰齊 さん ③

成形した菖蒲束を手に。

牛谷さんの「えいっ！」
という掛け声と共に
菖蒲の束は宙へ

屋根の上の菖蒲束

香気を放つ菖蒲の束は爽
やか。猛暑と各地災害を
もたらした今夏、今後こ
の風習が復活、放出の平
穏と健康が長く守られる
ように、と願いました。

阿遅速雄神社 菖蒲池
えのもと

私の好きなトコ
歴史編 Vol.16



異例の進路と報道された台風 12 号。 講
堂開催を検討しつつも台風一過の青空が。  
それでも風に弱いスクリーンの設置は諦
め、講堂の外壁に映し出すことになりまし
た。 18:30 を過ぎると、一番乗りの男子た
ち。おにぎり、水筒、レジャーシート…完璧。 

星空劇場も 5 度目。全て自前で準備する
というルールも行き渡り、それぞれの家族
スタイルでの映画会となりました。 19:30
になるとようやく日も暮れ始め、宮地教頭
先生にご挨拶いただき、いよいよ上映が
始まりました。 音響も映像も大迫力。肌寒
いほどの夜風に吹かれながら、大人も子
どもも壁スクリーンを見つめました。クラ
イマックスに差し掛かる頃、東校舎の向こ
うに大きな月、そして傍にはひときわ赤く
大きな火星。終了後は、しっかり後片付け、
それぞれ帰途に。 校庭での映画会、ふるさ
との思い出のひとつになりますように。

一番乗り！

えのもと☆2018

星空劇場
えのもと☆2018

星空劇場★★
2018.7.29
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思いおもいのスタイルで。

夜の校庭、校舎の向こうには月。

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！やりまっせ !やってまっせ !やりましてん！えのもと広報
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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

または榎本福祉会館まで
教室見学・体験授業受付中！教室見学・体験授業受付中！

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

 株式会社大彰塗装さんのプロジェク
トに参加、 小学生を対象に希望者を
募り、 いつもの公園をわたし色に！

サンドペーパーの扱いを習い、刷毛の持ち方を
教わって、2 日間の賑やかな作業。 鉄棒、ラダー、
小山すべり台の手すり、ブランコ、ジャングルジム、
そしてカメ。 休む間も惜しい子どもたちの元気で、
公園は次々に『わたし色』に塗り替えられていき
ます。 真剣な表情と手付き。終わる頃には一人前
のペンキ屋さん！ ピカピカにお召し替えした遊
具、お近くを通られたら、覗いてみてくださいね！

大きな木に囲まれた公園に、時折吹
く風は心地いい！錆落としと下塗り
を1日め、2日めには本塗り。延べ20
人ほどの子どもたちが阿遅速雄神
社西側の児童公園に集まりました！

わたし色の公園

プロジェクト 2018.7.22-23

1日目

2日目

西日本水害の被害状況が
連日生々しく報道される
中、 8 回目の水難救助訓練
を開催。 出動要請の合間を
縫って指導にお越しくださった鶴見区消
防署レスキュー隊員の皆さんの言葉には、
隅々まで想いがこもります。 今年は、近畿
大会に出場の山本祥太隊員を含む 4 名の
精鋭部隊がいくつものデモンストレー
ションを行いながら、わかりやすく説明。 

◎ 救 助
を待つと
きは浮い
て待つこ

と、無理に大声を出す
と肺の空気が抜けて沈
む。  ◎ 服は着たまま。 服や靴にも空気が
含まれ、浮く助けに。 ◎ 泳いで助けに行
くのはプロだけ。 助けに行ったつもりが、
たちまち溺者が二人に。 身の回りにある
道具（浮環、ペットボトル、ロープ、竿など）
を利用し、 3 人以上で。  ◎ 救命胴衣は必
ず、サイズのあったものをきっちり着用。 
特に子どもは股に止めがあるものがよい
‥等々。 酷暑の中での訓練でしたが、防災
リーダーも見学者も真剣。入水したリー
ダーがヒューマンチェーンで順に岸に引
き上げてられてゆく訓練では、最後の 1
人が、助け上げられた瞬間、自然と拍手
が起こりました。

水難救助訓練
榎本小学校プール 2018.7.21

しっかり繋ぎあった手と手

※山本祥太さん…中越地震での救
出活動に惹かれ、レスキュー隊員に。 
学生時代は少林寺拳法で鍛える。 
水陸両方の技能に優れたエース。

盆
踊
り
大
会

納
涼
縁
日

盆
踊
り
大
会

納
涼
縁
日 2018.8.18-19桜川好一会

めだか学童のお店

女性部長さん
おそろいの衣裳で

ソーリャはなてん
夢舞隊chihaya

オープニングは雅っ鼓

縁日でふれあい♡

ダンシング！予定外の選挙に
定位置を追いやら
れ、今年は盆踊り
としては異例の、
お盆明けの開催と
なりました。担当
の２部会では開催
自体を危ぶむ声も
出る中、重鎮の方々
の熱い想いに背中

を押される形で準備がスタート。
まず櫓。ここ数年来議論の的であった櫓は、
ついにリースという英断。今年は変則的な
のか、来年以降も続くのか？多くのスタッフ
が注目するところ。中心に据える櫓が決ま
れば、あとは突き進むのみ。勝手知ったる
ベテラン揃い、あっという間に準備は完了。
私は青少年指導員に所属、１０年ほど前か
ら運営スタッフとして、ほとんどの地域行事
の時には、素敵な（？）緑色の帽子をトレー
ドマークに走り回っておりますので、ご存じ
の方もおられるかと思います。
榎本のように 地元で生まれ育ち、家庭を
持っても住み続けておられる方が多い地域

で、外から転入してきた私が仲間入りをさ
せていただいたという点で、青少年指導員
を続けてきてよかったと思っています。
さて、盆踊り大会本番。準備さえ終わり、
本番がはじまれば、後は流れに身を委ねる
のみ（笑）熱い暑い二日間は、あっという間
に過ぎ去りました。そして後片付けへ。
すべてが終わってからも、ポツンと取り残
された櫓の姿は、過ぎ行く夏を惜しむかの
ようでした。

華やかな浴衣女子！
青少年指導員連絡協議会 
榎本校下代表　川口 悟

また来年も同じ笑顔で！

９月４日大阪を直撃した台風
21 号は、風の恐ろしさを改め
て私たちに認識させた。シャッ
ターや屋根瓦が飛び散り、神
社や公園の大きな樹木がなぎ倒された。このすさま
じい光景の後、直ぐに隣近所で安否を確認する人達
が辻々に現れ、後片付けに声を掛け合うまち榎本は、
災害に強いと言えるでしょうか。
大阪市は、災害ゴミ回収に全力であたっているが、
何時のことかわからない。このまま災害ゴミが街にあ
ふれたままにはしておけない。そこで榎本地活協は
町会長を中心に、災害ゴミを一時集積して大阪市に

引渡す取り組み
を 9 月 6 日から
開始した。
※ＳＮＳでの呼び
かけにも危険箇所
情報を多数お寄せ
いただきました。

鶴見区民まつりを

吹き飛ばした

台風21号

放出公園北側道路

ザ ・ゴールデンパレス大阪
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火曜日　PM 1:00～2:00   

ジ ル バ
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お気軽にお電話下さい

第13回 地域限定 無料講習会第13回 地域限定 無料講習会

途中参加 ＯＫ！！


