
みつるぎの里
スタッフ紹介！
介護スタッフ
高谷真明さん

色々な人と接したい
と思い、有償ボラン
ティアとしてみつるぎ
の里へ来たことが介護
との出会いです。ホームページで
偶然見つけ、みつるぎの里へ来る
ことができました。このめぐりあ
わせに感謝しています。

どうすれば利用者さ
んの過ごしやすい環
境を作れるかを心が
けています。要介護

の方々は、身体やことばの不自由
等、色々なものに縛られています
が、可能な限り自由に過ごして頂
きたいので、その人の思いや世界
を大事にしていきたいと思います。
また、どれだけ利用者さんの自立
した生活に貢献できるかも心がけ
ています。老若問わず、人に頼らず、
自分でしたいことや、できると嬉
しいことがあります。そのために
必要な手助けをしていきたいです。
その人が、昨日と変
わらず元気でいられる
ことです。私も、利用
者さんも、今日を元気
で過ごせるこの奇跡に感謝しなが
ら、頑張っていこうと思います。

介護に
関わった
きっかけ。

心がけて
いること、
大切に

していること。

嬉しい
こと。
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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！

先月で、阪神淡路大震災から２３
年が経過しました。この地震を契
機に『自助・共助・公助』という
言葉がよく使われるようになりま
したが、阪神淡路大震災において、
公的機関（消防、警察、自衛隊など）
に救助された被災者の割合は 1.7%
という数値でした。震災後は、消
防においても緊急消防援助隊の発
足や大規模災害に特化した訓練を
数多く取り入れるなど、震災対策
に取り組んでいますが、もし今、
阪神淡路大震災と同規模の地震が
発生しても公的機関が全ての被災
者を迅速に救助するこが難しいこ
とは明確です。発災後しばらくの間は、公的機関の支援を受
けることなく、地域住民が自発的に避難行動をとり、地域コ
ミュニティで助け合って、救助活動、避難誘導、避難所運営
を行うことが重要になってきます。防災の基本は、『自助』です。
そのためには、非常食の準備、家具の転倒防止対策など事前
の対策が重要になります。まずは自分を守ることにより、家
族や友人・隣人を助けにいくことが可能になります。「救助さ
れる側」でなく「救助する側」になることを目指して。

「救助される側」でなく
「救助する側」になる。

防災コラム②
『自助』の重要性

鶴見消防署
　消防司令　島 和也

厳しい寒さが続
きます。この季節
は子供の胃腸炎が
流行する時期でも
あります。ノロウイルスに代表される冬の胃腸炎
ですが、正確には感染性胃腸炎といい、汚染された食べ物や吐
瀉物、その粉塵などから感染します。主な症状は腹痛、発熱、下
痢、嘔吐です。乳幼児の場合うまく症状を訴えられないことが
ありますが、明らかに元気がない、ぐったりしているという状態
であれば、すぐに医療機関に連れて行ってください。脱水の可
能性があります。冬の胃腸炎はほとんどがお薬を飲まなくても、
2、3日で自然に軽快していきます。しかし下痢、嘔吐で出ていっ

た水分が摂取する量より多すぎると、子
供は特に脱水になりやすいのです。水分
の摂らせ方ですが、小まめに少しずつ、
が基本です。果物やゼリーなどもいいで
しょう。とても感染力が強いので、おむつ
や吐瀉物の処理はマスクや手袋、ペー
パータオルを使用し、ビニール袋などに
密閉して廃棄してください。家族で協力
して、胃腸炎の流行を防ぎましょう。

連載・健康コラム⑭
子どもの胃腸炎について
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/

榎本地域は人口約 17,000 人余り、地方では
町に相当する規模で22の町会があります。
楽生会、女性会、民生や青少年福祉などの
様々な委員会で構成され、ふれあいまつり、
盆踊り、大運動会、児童や要援護者の見守り
活動、食事サービスやコミュニティ回収など
のたくさんの事業を行い、児童いきいき・み
つるぎの里という大きな事業も展開していま
す。そして毎日のように事業に協力くださる方
には、頭の下がる思いです。今年は、改めてひ
とつひとつの事業について整理し、必要なものは積極的に開始し
たいと思います。また、地域活動を今後も安定して進めるには、活

動に新しく参加する方が必
要です。強制ではなく進ん
で参加して頂ける、そんな
「地域活動」を榎本は目指し
ましょう。（山田理事長挨拶より）

平成３０年
今年の榎本
新年互礼会＊2018.1.13

2017.12月～2018.1月の回収量は
62 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

（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

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。

いっちょさん、によんさん、さん
じょんさん、しろよんさん、ごよ
んどん、ろくべさん、ひ（し）っ
ちゃのおくさん、はちべやん、
くよんさん、じゅべろ（ど）ん。
１から 10 までの数字を読み込
んだ放出村の屋号はまぁ楽しい。この順に
お屋敷が並んでいるわけでもなく、ご先祖
のお名前や職業に由来したものが入り混じ
り、さらに「放出ことば（訛り）」が親しみ
を添えています。数え歌のようにリズミカ
ル。もちろん今も放出にお住まいのあの方
この方。「まぁ今は屋号で呼びあうこともな
くなったけど元は小さな村やから、おんなじ
名字が多い、屋号ならどこの誰かすぐわか
る。」当の森田さんの屋号は「かいっとん」。
代々「嘉平治」と名乗られていたそうで、こ
ちらはお名前が転訛。お話に同席頂いた牛
谷町会長は商号「丸定」から「さだやん」。
他にも「やおかん（八百勘）」「さかと（酒斗）」

「たるや（樽屋）」などは当時の商売を彷彿さ
せます。「どうじょ（道場）まえ」は正因寺の
前のお屋敷。また、放出を「はなって ( ん )」と
発音するように、促音（つまる音）がついた
り真ん中に「ん」がつくことが多いのが放出

ことばの特徴。「で（ぜ）
んきったん」「ぶはった
ん」「といっとん」「さっ
きょんどん」なども名前
が呼びやすく変化したも
の。さて元の漢字は？と
なりますね。道音寺を「な
かんてら（中寺）」、放出
大橋を渡った辺りを「し
もんつじ（下辻）」。「古ぅ
から放出に居たはるけ

ど、屋号で呼ばん人も居るねん。」段野さん
や平田さんは放出には一軒なのでそのまま姓
で。江戸時代の頃から様々に出来上がってき
た屋号、今は使う方も少ないのですが、放出
村旧家の歴史をその響きに感じ取れます。ま
た、古からの放出を語る「蓮池講」などなど、
放出五百年の歴史の話は、何度も大きな笑い
声を上げながら、止めどなく広がりました。
たくさんの話題、貴重で楽しい時間、今回は
屋号しか紹介できませんが、
次の機会につづく…というこ
とで。帰り際、かけていただ
いた言葉は「またいつでもい
らっしゃい。」はい！是非に。

えのもと
私の好きなトコ
歴史編 Vol.14

『屋号のヒミツ』
歴史家・放出の語り部
森田 泰齊 さん

2 学期も各校で様々なお楽しみ会を企
画。榎本では恒例のクリスマス会 (12/19)
を賑やかに開催！ この日集まった児童は
200 名！会場の多目的室には１年生から
順に着席。 これから始まるクリスマス会
が楽しみすぎて 何度も先生から「し、ず、
か、に！！」と注意の声が飛びます。 小
さな子からお兄ちゃんお姉ちゃんまで 座
るだけでも大変。 学年ごとに設置された
荷物置きや靴置き場もギッチリ。 それで

も手慣れた指導員の先生方の
声掛けで 予定を少しだけオー
バーして無事スタート。 地域
からのお客さまも席につきま
した。 司会ももちろん児童が
担当。 はじめのことばに続い
てプログラムが始まります。
手品やなぞなぞ、お話の問いには手が上
がり、音楽が流れれば、会場中が大盛り
上がり。 大好きなビンゴ大会では残念な
顔と歓喜の顔が入り混じり！そんな 表情
豊かな子どもたちは大人の笑顔を誘いま
す。最後に 地域のお客さまへ「ありがと
う」の唱和。 たくさん準備された賞品も
全て子どもたちの手に渡り、 サンタさん
からのプレゼントと一緒にお家へ。夕食
時の話題になったでしょうか？
さて３学期には、いきいき４校の交流イ
ベントが企画されています。パワーも笑顔
も４倍の楽しい時間になることでしょう。

            来期2018.4.1から2021.3.31までの
            児童いきいき放課後事業について
            榎本、茨田南、茨田北、今津に加え
茨田小の 5 校区の「運営・管理業務委
託者」に NPO 法人榎本地域活動協議会
が決定いたしました。

いきいき活動報告！
榎本いきいき
クリスマス会！！

司会も上手、さすが！

暑がりやのサンタクロース

恋するフォーチュンクッキー なぞなぞ。わかる人？はーい！

二人羽織で素敵なツリーが描けました

辻本先生も満面の笑み！

サンタさん、また来年！

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。

２/17　はなてん音楽サロンVol.54
２/20　防災講演会
3/17　菜の花かーにばる　
　　　（放出にぎわいフェスタ）
3/18　つるみんぴっく
4/21　はなてん音楽サロンVol.55
５/27　ふれあいまつり
５/未　第９回定期総会
※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

春の主な行事予定



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。

※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

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

はぐくみ

菜の花
かーにばる

放出商店会と
地元のミュージシャンが
阿遅速雄神社に集まって
地域を盛り上げます！

阿遅速雄神社

３/１７
２０１８

土

１１：００～１６：００

大晦日日没後～元日未明、もう５回目になっ
た『はなてん灯籠まつり』は榎本・放出の年
越しの風物に。雨の心配もありましたが、無
事設置。さすがに電池の消耗も気になる頃、
入れ替え時期かなぁと話しながらも、町会長
さん方の協力を得て、この度も 100 基の灯
籠で、正因寺から阿遅速雄神社への中高野
街道を照らすことができました。きっと今年
も良いことがたくさんあることでしょう。

ゆく年くる年
灯籠まつり

３～６年生の
感謝集会は司
会も進行も児
童が行い、順

に合奏や合唱を披露。学年を追って声の伸
びやかさも増し、ハーモニーも美しく響き
ます。挨拶では、見守られ過ごしている日
常や盆踊りやおまつりなどの地域行事への
お礼が表現され、大人たちの感心を呼びま
した。１～２年生との昔あそびの会は歓声
と笑顔に溢れ、の挨拶の声も元気いっぱい。
子どもたちとの距離がぐっと近づいたよう
に感じました。お互いに声掛け、見守り合っ
て、より素敵な榎本地域になりますように。

感謝集会と昔あそび
〈榎本小学校土曜授業〉

2018.1.20

感謝集会・４年生の合唱に静かに聞き入って。

パカポコ、楽しい！本将棋に挑戦。

各連合の大凧は、今年もそれぞれに趣向
を凝らし、ずらりと勢揃い。  1 年に一度の
この機会、大人だって一生懸命！ 榎本小、
今井校長先生も大いに盛り上げてください
ました。 凧名人さんたちは、あっちでこっ
ちで声がかかり、凧の調整に大忙し。 例年
になく穏やかな日和で、風待
ちの時間が過ぎてゆきま
す。 青空高く！とは言い難

く、ふわりと空に舞う程度。少し風も出て
きたかな～って頃には終了。 次は子どもた
ちの時間。 前週のたこづくり教室に参加の
親子連れの姿もちらほら。 角凧を持っての
移動は大変、もう少し近ければなぁ…と。 
女性会のお接待で熱々の粕汁と、甘くて温

かなぜんざいを頂き、今年の
大会も無事終了。さて来年
はどんな凧をつくりましょ？

鶴見区新春凧あげ大会
2018.1.21＊西部コミュニティ広場

今井校長先生！

風、来い！

あーだこーだ、ふむふむ‥

手作り凧も洋凧も、みんな集合！今年も大入り満員！ 50 組
の参加者が２部屋に分かれ 
本格的角だこ作りをしまし
た。 12 月に鶴見区主催で開かれた講習会
には、 いきいきの先生方、地域のスタッ
フが参加、 教室では、子どもたちの間を
巡り、凧作りをサポート。 毎年お手伝い
にやって来てくれる榎本ダンディーズは、 
手慣れた手さばきで、まさに引っ張りだ
この大人気（笑）。 小さなお子さんに付き

添って来られたパパやママ
も大奮闘。 糸を張って、最
後に足をつけたら、待ちきれ

ない様子で校庭へ。 昨年までは、そのま
ま持って帰っていたのですが、 やっぱり
作ったらすぐ揚げたいですよね。 今年は
小学校の許可を頂き、 校庭凧あげ大会と
なりました。 うってつけの青空といい風
のお陰で、 出来たての凧が高く空に舞い
上がり、 子どもたちの歓声が響きました。

榎本たこづくり教室
2018.1.13＊榎本小学校

パパがんばって～笑 おっちゃん、ここどうするん？

わたしもつくりたい～

凧あげ日和！

〈スモールチルドレン＝スモチル〉

音楽に合わせて♪ ケーキのお味は？難しいところはママ！かわいいサンタさん♡

サンタとあそぼう

2017.12.12＊榎本福祉会館
スモチルフェスタスモチルフェスタ

メリークリスマス！

寒さの厳しい中、77 組 162 人のママと子どもたちの熱気で
会場が埋め尽くされました。音楽で遊ぼうが始まると、たく
さんの子どもたちが楽しそうに音に合わせて身体を動かし、
ピアノ演奏でサンタが登場すると会場は更に賑やかさを増し
ます。小さな手にプレゼントを受け取り、写真撮影に笑顔が
満ち溢れました。手作りおもちゃのコーナーも盛況でみな一
様に満足顔。離乳食試食のあけぼのケーキも好評でした。あっ
という間の 3時間。スタッフ一同、これからもまた多くの『ス
モチル』の喜ぶ顔を見たいと願っています。〈文・主任児童委員〉

皆さんは二十歳と
いう節目を迎え、新
たにできる事・しな
ければならない事
が増えていきます。

困難もありますが、それは豊かな自由を手に入
れるためのものです。これからの人生は「自分
でハンドルを握り、目標に向かう」それが自立
した大人であります。これからは何事にも主体
性を持ち、また困った時の周りのサポートに感
謝しながら未来明るい人生を歩んで下さい。

新成人の皆さん
おめでとう！
近畿大学院

矢裂 ( やさき) 淳 さん
えのもと寺子屋代表

Q.二十歳になってしたいこと。
  ・オシャレなBARに行く。 
  ・自分の限界が分かるまで
　  外でお酒を飲みたい。
Q.子どもの頃の思い出は？

　・修学旅行・家族旅行
　・大きなグラウンドで走ったこと
Q. 日常で矛盾を感じていることは？
   ・お金が無いと言いながら遊ぶこと。
Q. 子どもたちにひとこと。　・勉強頑張れ。
   ・学校生活を楽しんで！・とにかく遊ぼう。
Q. 両親にひとこと。・いつも感謝しています。

ありがとう、大好きよ。
お父さん、お母さんへ

榎本新成人の皆さんに
聞いてみました

お天気にも恵まれた
この日、恒例となっ
た餅つき大会を開

催。楽生会の『頼も
しい』スタッフと、女性会の『おいしい』ぜん
ざい。その他スタッフもみんな自分の持ち場で
準備万端。今回は「おっちゃん、いつもありが
とう、ちょっと休んどいて～」という感じで若
いお父さんや中学生、子ども会のメンバーが代
わる代わるつき手として登場。そういえば小さ
い頃おばあちゃんちに集まって餅つきをしてた
なぁ‥と思い出し、榎本の子どもたちがいつか
大きくなった時、「ちっちゃい時、おっちゃんら
とお餅つきしたなあ～。よし、今年は自分たち
でお餅つこうか！」「臼とか杵とか準備しなあか
んな！」なんて、楽しそうに企画している姿を
思い浮かべ、こうやってずっと繋げていけたら
いいなと思いました。〈文・はぐくみネットM〉
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若手デビュー戦！ 杵、重いやろ～？
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思い起こせば2年前、妻
からのメールでスター
ト「くじ引きで町会長に

なってしまった」。町会長って何？非常に困惑し
たのを覚えています。私は高校教員、妻も働き
ながら息子2人の習い事の手伝い。家族全体が
大変なことに。でも何とかしなければ…と言うこ
とで、当初は私が会議、妻は事務を分担。が、私
の帰宅が遅くなることが多く、今でも妻には申し
訳なく思います。でも会議や行事で多くの方々
と接する機会が増えると、多くの場面で助けて
頂くことも増え、最初は手間取っていたことも
何とか回るようになりました。ほんの少しの時間

でも、町内でコミュニケーションを取り、皆で分
担して運営。1つ行事が終わるたびに「お疲れ
様！」と言い合える関係になれたこと、子どもた
ちの喜んでいる姿を見れたことが喜びでした。
また『共働き子育て世帯』に対する理解と協力
が 22 町会の運営の秘訣かもしれません。少子
高齢化、ご近所同士の関係
も希薄になる中、コミュニ
ケーション、理解、協力があ
れば何でもうまくいくもの
だと思いました。これから
も榎本地域の発展を祈念、
ありがとうございました。

任期を終えて
22町会長 森田 悟

環境省リサイクル推進室井上室長補佐をはじ
め業界団体、再資源化工場、大阪市環境事業局
など14 名、榎本地域から町会長、女性部長、第
３部会など計70名が参加。実証事業の概要、榎
本の回収プラが富山県の一貫工場で再資源化
される様子、国の方向が説明された。アンケー
トでは、プラスチック一括回収を望む榎本の声
が 7 割以上あった。参加者にマイクが回され、
国に市民の声を直接届けた。回収プラのペレッ
トやフィッシュグリップを頂き、改めて分別再
資源化の意識化が進んだ。全国７か所で同様の
実証事業が行われ、次回その報告も見込まれる。 

分別再資源化を意識
プラ一括回収実証事業の報告会
2018.2.2＊榎本福祉会館

ペレットとフィッシュグリップペレットとフィッシュグリップ

環境省より実証結果報告環境省より実証結果報告


