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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
※12/28 年末回収、１月のみ第2・第４木曜
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。

2017.9~11月回収量は73.73 tでした。
ご協力ありがとうございます。

ご協力
ありがとう
ございます
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※ 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。

10月11日、いきいき４校
の指導員の皆さんが今津
小学校に集合。合同研修
会が開催されました。今
津いきいき・松延先生の
講義は『特別支援教育』
について。机上の金木犀
から話は展開。物事を豊
かな感性で捉まえることの大事さが示され、子どもと同調し、感
動を共有すること、寛容・謙虚・感謝の３つが豊かな人間性を育
てることなどが和やかな雰囲気の中で話されました。２つ目は、
人権委員をされている笹原さんの講義。一つの言葉が、思いの
ほか他人を傷つけしまっている事がある、お互いを思いやる関係
作りに努めましょう、と。２つの講義のプログラムは１時間半。
心に響く内容の数々でした。

いきいき活動報告！
いきいき４校

いきいき指導員研修会

プラごみ実証実験終了
分析と提言が始まる

１１月中の国・大阪市による
プラごみの実証実験に、ご
協力ありがとうございまし
た。普段はプラスチックごみとされないプ
ラスチックが資源として回収されました。
榎本地域では、「混ざればごみ、分ければ資
源」を合い言葉に” エコのまちえのもと” を
目指し、コミュニティ回収に取り組み、分別
回収・資源化を進めてきました。そのことで、
榎本が対象地域に選ばれました。分別で戸
惑うのがプラスチックです。同じプラなの
に、資源とされるものと一般ごみになるも
のがある。容器包装プラスチックのマーク

があるものをプラごみと法
律で決めたことによります。
分別が定着した今、さらに

資源化を進めるには、仕組みの見直しが必
要です。今回の実証実験の結果は、これか
ら分析され、地域の声も届けます。皆さま
のご協力は、きっとより良い未来に寄与し
たに違いありません。12 月からはこれまで
通りの分別に戻ります。これか
らも古紙・古布のコミュニティ
回収にご協力いただき、環境
に優しいまちづくりを共に
進めていきましょう。

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。

〒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/

この時期必ず流行するインフルエン
ザのお話です。インフルエンザの感染
経路は2種類あります。感染した人の
咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸
い込むことによる飛沫感染と、感染した人の手が触れたものを別の人が
触り、鼻や口から入ることによる接触感染です。子供同士は互いの距離が

近く咳エチケットも不十分であり、また遊具を共有す
ることが多いため、どうしても流行しやすい環境にあります。
従って感染対策として、かかった後の登校・登園基準が定め
られており、発症した後5日経過し、かつ、解熱してから2日経
過後（幼児は3日後）となっています。ちなみに解熱した日の
翌日が、1日目です。間違えやすいので注意してください。予
防は手洗いとうがい、部屋の加湿（50～60％）と換気で、マス
クの着用も重要です。我慢は診断が遅れるばかりか、流行の
原因となってしまいます。この時期は風邪症状があればすぐ
に医療機関を受診し、医師の指示を仰いでください。

「10 月、久しぶりに榎本小学校に行った。何気な
く眺めた土俵、すっかり均され、そうか、そんな
時期になったんやな‥としみじみ感じた。」感慨
深げな、菱谷さん。そもそも何故、榎本小学校
に本土俵が誕生したのか『榎本地域活動』の根
源に迫るお話をお聞きしました。
あの頃はな（昭和 59 年 8 月に土俵完成）校内暴
力が低年齢化して、榎本でも風紀が乱れだした。
けど、そんな『ワル』を取り締まったり追い出した
りしても何の解決にもならへん、目の届くとこに
置かな。そんな時、町会長の1人が、お母さんの
供養に何かしたい、となって、皆んな寄って考え

た。そしたら『ワル』疲れさせて、悪さでけへん
ような何か、そや何の道具も要らん相撲がええ
んちゃうかと話が進み、12トンからの土を運び込
み、土俵づくりが始まった。そしたら、やっぱり屋
根が要る、それで当時町工場をしてた自分が設
計図を起こし、鉄骨の屋根の骨組みを作った。コ
ンパネを手配する人やトタンやペンキを調達す
る人、そして最後にはレッカーが出動、そんな皆
んなの力で、とうとう大屋根が土俵を覆った。リー
ダー格を引っ張り込んで、相撲が始まった。春場
所に放出にやってくる三保ヶ関部屋、場所の終
わりには、稽古土俵の俵を貰いに行くのが習いと
なって、毎年夏休みの終わりに土俵の手入れを
することになった。子どもら誰も怪我させたらあ
かん、自然に湧き上がる思いに任せ、土俵を維
持してきた。その中で小学校との繋がりも深まっ
た。ワルばかりでない、色んな子どもらが沢山土
俵に上がった。「おっちゃん、なんで
も手伝うで」もう40も過ぎたヤツ
らのそんな声かけが嬉しいし、自慢。
「地域で育む」子どもへの想いを
軸に踏み固められた土俵、
いつか再建される日が
来るかも。

『榎本と土俵』
前・第13町会長

菱谷 正博 さん

えのもと
私の好きなトコ
歴史編 Vol.13

11 月 16 日には、茨田北いき
いき活動室で 指導員の先生
たちによる不審者対応訓練と
１～２年生の地震避難訓練が
行われました。小林先生の指
導で前半は、さすまたを使っ
た実技訓練。その後、動画を
観て、色々なケースが紹介さ

れ、『とにかく逃げる。離れる。子どもを1人にさせない。自分の命
も守る』 。安全のため大事なことがしっかりと確認されました。授
業を終えた子どもたちが集まると 今度は「地震発生！」小林先生
の笛が激しく響きます。 頭を守りながら一斉に机の下へ。揺れが
おさまった合図で中庭へ。 建物の倒壊の恐
れを説明し、真ん中に キュッと整列。 点呼が
終わり、ここまでが約3分33秒。 もしもの時
のため、先生方は綿密な手順を追います。
「子どもたちを守る」大切な訓練の時間でした。

祝！平成29年度「地域学校協働活動」
推進に係る文部科学大臣表彰につい
て、榎本小学校「いきいき」活動の受
賞が決定いたしました！

『私のこれまでのストーリー』　１０代の頃、対人関係に悩
み苦しんだ自分が、それを克服する過程で２０代の頃から
コミュニケーションについて学びを深めていく中、より高い
コミュニケーション力が試される介護支援業界でのお仕事
に挑み、今に至ります。ホームヘルパー・ガイドヘルパー・
介護付有料老人ホーム介護職員・地域包括支援センター介
護予防プランナー・居宅介護支援事業所ケアマネ・高齢者
向け配食事業スタッフなどを歴任しましたが、無駄なもの
は何一つ無く、全てが今現在へとつながります。
『私の職業観』　一人ひとりの価値は、周囲との関係性に
よって決まるものです。つまり、これは言い方を変えれば、
関わり方次第で利用者様の価値は守られもすれば、陥れら
れもします。介護支援に従事する者は、このことを決して
忘れないようにと、ずっと言い続けてきたし、今後も地域
に生きる方々の為に発信し続けます。
『私が思う仕事の醍醐味』　「自利利他一如 ( じりりたいち
にょ )」これは、そのまま私の座右の銘ともなりますが、他者
の為に支援することが即、自分自身の向上・成長ともなる。
それが、介護支援のお仕事の醍醐味ではないでしょうか。
『最後に一言』　私は、皆様の” 伴走者” となります。必要
以上には介入せず、しかし、常にアンテナをはりながらい
ざというときに手を差し伸べる、それが私の役割です。

連載・健康コラム⑬
子どものインフルエンザ
北田医院・北田博一院長 18:00開演 17:30開場

榎本福祉会館 入場無料＊チップ制

２０１7年12月10日（Sun）

Merry
Christmas

はなてん音楽サロンVol.５３

Christmas 
Jazz 
Live

北牧チカ＊Vocal
16歳でゴスペルに出会い、Sandi Blairのクワイアに

参加したことを機にシンガーとしての活動を開始。

次世代プレイヤーによる新感覚Jazzを掲げ、関西全

域、そして秋には横浜・東京を含むツアーを開催。宮川真由美＊Piano
クラシック、ジャズ、ロック、ラテン、

邦楽や雅楽など、幅広いジャンルで、

音楽活動。躍動感ある演奏スタイル

は、踊るピアニストと呼ばれる。

藤村竜也＊Bass
11歳でエレクトリックベースを始め、

16歳からコントラバスも弾き始め

る。弦の本数や大きさ問わず、楽曲

に最も適したサウンドを表現。その

演奏性の幅広さや表現力の豊かさ

を評価されている。

〈演奏予定 〉
White Christmas

Silent Night
Walking In A Winter Wonderland

Ave Maria
　　 Winter song　etc.
※曲目は変更になることもあります。

はなてん

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（金）１１時～

榎本福祉会館＊無料です

～お持ち帰りはご遠慮下さい～

福（２９）の日 ！

正因寺にて去りゆく年に感謝して来る年に幸多いことを願いながら
除夜の鐘をつき温かな甘酒に語り、その後は

阿遅速雄神社へ初詣新年を告げる太鼓の音とともに。
新しい年の始まりを是非ご一緒に。

平成２９年 大晦日 ～ ３０年 元日 日没後～翌未明（雨天変更有）平成２９年 大晦日 ～ ３０年 元日 日没後～翌未明（雨天変更有）

はなてん中高野街道（正因寺～阿遅速雄神社）はなてん中高野街道（正因寺～阿遅速雄神社）

ゆく年くる年 灯籠まつり

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！

榎本たこづくり教室榎本たこづくり教室
平成３０年 １月 １３日（土）
１０時～１２時 場所 ︓ 榎本小学校

１月 21 日（日）  新春凧揚げ大会︕
手作りのたこで是非、参加しましょう︕

たこづくりに挑戦しませんか︖
低学年の子どもでも大丈夫︕

幼児の参加には、
保護者の同伴お願いします。

参加・材料費 ︓ 無料

申込締切︓
平成29年12月25日

参加申し込み
お問い合わせ先
榎本福祉会館

１２.１２（火）１２.１２（火）

２０１７２０１７

サンタと
     あそぼう
サンタと
     あそぼう

小さなお子さまと一緒に
ぜひお越し下さい !

小さなお子さまと一緒に
ぜひお越し下さい !

スモチルフェスタスモチルフェスタ
９：３０～１２：３０ ９：３０～１２：３０ 

会場☆榎本福祉会館会場☆榎本福祉会館

※参加無料※参加無料

年末年始も、えのもとであそぼ！

※スモールチルドレンとは、就学前の乳幼児のことです。

12/10　はなてん音楽サロンVol.53
12/12　スモチルフェスタ
12/29　ふれあい餅つき大会
12/31~1/1　ゆく年くる年灯籠まつり
 １/13　たこづくり教室
  1/21　リレージョギング／たこあげ大会
 2/17  はなてん音楽サロンVol.54  

冬の主な行事予定

みつるぎの里
スタッフ紹介！
ケアマネージャー
森上雅之さん



激動の１年を振り返り、まず
は、故木村前理事長の長年
に渡るご功績に感謝すると
共に、ご冥福をお祈りします。
そして様々な行事の無事終了、
それを担われた皆さまの働きに改めて感謝いた
します。まだ行事を少し残してはいますが、長い
ような短いような１年がなんとか終わろうとして
います。また来年もよろしくお願いします。

11月4日に開催された鶴見区
子ども文化祭では、榎本の可
愛いプリンセスたちが歌を披
露！最後はなんと、プリンセス

＆パラパラのコラボで盛り
上がりました！

演技の後のこの笑顔!!!
また、12日はソフト・キック
の区子連ライオンズ大会。ソ
フトは4位！ キックは‥、子ども
たちには、しっかり練習に精進
してもらいます！〈加茂・21町会〉

         　敬老の日は、地域で長く生活し、貢
献されてこられたご高齢者の皆さま
のお祝いの日であり、地域から皆さ
まへの感謝の思いを伝える日でもあ
ります。また榎本地区には、これから

も健康で長く安心して生活するための
施設である「みつるぎの里」という介護施設があり、皆
さまの一層のご健康を祈ると共に地域福祉の発展を目
標としていきます。〈社会福祉部長・森田 明氏挨拶より抜粋〉
この日、該当のお歳の方は 2800 名を越し、その1割以

上の方が式典と演芸会に参加され、式典では 10 人の百
歳以上の皆さんのお名前を壇上で紹介、それぞれのご
家族や、町会長さんが祝福されました。鶴見区で百歳
を越す方は30名。なんとその3分の1が榎本地域です。
地域で老いを迎え、地域で働き、地域の力で健康に長
生きをする、そんな時代がやって参りました。そして挨
拶は「また来年も元気にお会いいたしましょう」

祝
敬老慰安大会
2017.9.18

榎本小学校講堂

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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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

※本年度防災訓練でも
活用されました。

みんなで楽しん
だ秋晴れの運動
会。綱引き、ゲー
トボールが終わり
ビックリ。なんと
得点が１位で並ん
でいる。応援席は
大いに盛り上がっ

た。今回、新しい住宅からも乳幼児や小学生を
含む数家族の参加が有り、いつもより賑やかで
応援にも力が入る。畑中商店から恒例のおいし
いアイスクリームの差し入れもあり、老いも若き
も一緒になり、パン食い競争、じゃんけん大会、
大玉ころがし、対抗リレーなど奮闘。今年こそブー
ビー、最下位脱却を図るも結果24 点。22町会中
16 位。残念 !?しかし例年の成績からは、かなりレ
ベルアップ。これも参加者の皆さんのおかげ。最
後までワイワイと賑やかな楽しい運動会でした。
皆さん、榎本の行事に気軽にご参加ください。楽
しみましょう！〈榎本第7振興町会　小林育夫〉

７町会 榎本大運動会楽しむ

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！

第１０回 地域限定

ザ・ゴールデンパレス大阪  ☎ 06(6962)3900

途中参加
 ＯＫ！！

火曜日　　　PM1:00~2:00

２月 ３月 ４月
６
13
20
27

6
13
20
27

3
10
17
24

ジルバ
ブルース

ダンス 講習会
無料

お気軽にお電話ください

榎本連合大運動会
１０月８日(日)榎本小学校校庭

優勝＊９町会　準優勝＊３町会　第三位＊21町会
おめでとうございます！

榎本
まちなか
避難所開設
防災訓練

１１月４日（土）
午前９時３０分

訓練開始

  9.  2＊防災リーダー町会長会議
  9.26＊防災ネット全体会
10.11＊ふれあいネット全体会
10.17＊榎本防災ネットHUG訓練
10.24＊防災訓練最終打合せ全体会
 11.  3＊夜間訓練

11 月４日に実施されま
した防災訓練お疲れ様で
した。防災訓練の最後に、
地域防災リーダーの方々
を中心に倒壊建物からの
救出訓練をしていただき
ましたが、この時に使用
したバールやジャッキ等
の救助資器材はどこに保
管されているのか、皆さ
んはご存じですか？放水
体験で使用していた可
搬式ポンプと一緒に小
学校や公園に設置され
ている可搬式ポンプ庫
に保管されています。鶴見区内には可搬式ポンプ庫は 30
カ所あり、榎本地域には放出公園、今津公園、汎愛高校、
榎本南公園に設置されています。どうです？知らなかった
人もたくさんいるのではないでしょうか？平成 28 年 11 月
に実施した市政モニターアンケートでは設置場所、資器材
の種類、使い方の全てを知っている人は 6.8% という結果
でした。30 年以内に 70％の確率で襲ってくると予測され
ている『大敵』（南海トラフ巨大地震）からの被害を少しで
も軽減するために『武器』（可搬式ポンプ、救助資器材）の
設置場所、使い方をしっかりと覚えておきましょう！！

防災コラム①
『大敵』に備えるための『武器』

鶴見消防署
　消防司令　島 和也

榎本総力を挙げての防災訓練、避難所榎本小学校に集結した人は700名を越え、アン
ケートでは《地域の人や家族みんなで力を合わせてバケツリレーやAED体験に参加で
き、ためになった》《津波時の訓練も必要》《防災教室では色んなアイデアを学んだ》《災
害用品販売を希望》などたくさんの意見・感想を頂き、皆さんの真剣さがうかがわれ
ました。家族で、町会で、今一度いざという時の行動を確認したいですね。

こども会
NEWS

受付の町会役員さん、にこやかに。

児童落語＊独楽家なおい丸！！

華やかに民謡踊り

お楽しみ抽選会

綱引きには、自ら出動！小林町会長

選手宣誓！（17町会）

個人走も笑顔で。 ゲートボルリレー！

紅白玉入れ！シルバーとは思えない ・ω・

歯を食いしばって、ひっぱれ～！

お兄ちゃんがんばって～！大玉ころがし

対抗リレー、盛り上がる＼(̂ o )̂／

わたしも
風船わりた～い

たのみますね
校長先生！

防災ネット全体会 HUG訓練

夜間巡回・通信訓練 災害対策本部

来賓の皆さまと楽生会西村会長の謝辞

水圧体験 汎愛高校野球部ボランティア 今津中学生徒会ボランティア

まちなか訓練20,21,22町会救出搬送体験 避難経路確認（２町会）
町会対策本部設営
（５町会） 初期消火・放水体験 バケツリレー（競技） 炊き出し・配給 倒壊家屋から被災者救助！

プリンセス大集合～！

ピシッと整列！

※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！

11/23
ごくろうさん会
〈榎本福祉会館〉
山田理事長
ご挨拶より


