
スラリとした長身とイ
ケメン顔で、榎本でも
一際目立つ石田さん。
大阪市スポーツ推進
委員として地域の枠を
飛び出して活躍中。石
田さん率いる『榎本ウェ
ンズディ』の練習日に
榎本小講堂にお伺い
しました。「ソフトバレー
は な、怪

我せぇへんように色 考々えたぁるねん。」
とにっこり。とは言うものの、メンバーの
皆さんはストレッチから始まってランニ
ング、ゆる～い打ち合いからゲーム練
習へ、得点板が回転する頃には顔は
真剣、かけ声も高まって。寒い2月の夜、
観ているだけで忽ちほんわり。ボール
は右へ左へと行き交いながら、笑い有り、

ツッコミ有り、楽しいムード満載。バレー経験者の女
性３名は榎本 PTA の黄金期のメンバーで、男２女２
の４名１チームは、どうやら女性陣の腕にかかってる？
鶴見スポーツセンターでの花博 CUP や交流会は定
期的に開催、練習にも熱が入るはず。「体協の『榎
本水曜クラブ』の頃から数えると活動は 20 年以上や
なぁ」と遠い目で。「順位はな、下から数えたほうが早
いねん」と、それでもなんか愉快そう。いつもは10名
程、この日はあいにく他委員会の会議と重なって寂し
く７名。みなさん忙しいですね。野球、柔道、応援団

とスポーツ遍歴も賑やかな石田さん、
何か最後に一言を、とお願いすると…
『部員大募集や～』  ということで‥

「次は靴もって来て、体験ルポしぃやぁ」
「わ、私… ?！」それにしても、また覗いて
みようかなぁ…と思わせる、この空気は
やっぱり「おすすめスポット」間違いなし
ですね。是非是非、体感してください。
http://egao-enomoto.tumblr.com/

えのもと私の好きなトコVol.7
『ソフトバレボールーコート』

石田芳久さん

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。

皆さんの中には高血圧や糖尿病などで複数
のお薬を飲んでいる方もいると思います。さ
て別の医療機関を受診するときに、内服中の
お薬をその医療機関に伝えているでしょうか。
お薬の中には組み合わせの悪いもの、患者さ
んの状態によっては使用できないものがあり
ます。例えば腎臓の悪い方では薬を減量した
り、別の薬を使用することがあります。従っ
て、医師には自身の病気の名前と内服中のお
薬を伝えることが重要です。一番良いのは薬

局で貰えるお薬手帳です。実際の薬を持参し
たり、処方された薬局で貰う一覧表を見せる
のも良いと思います。たまにお薬の色や形を
おっしゃられる患者さんがいますが間違いの
元ですし、薬剤師と違って、医師は薬の剤型に
ついては意外と無知です。特に今は後発医薬
品（ジェネリック）も多数
市場に出ており、薬の管理
は非常に煩雑になってきて
います。適切な治療を受け
るためにも自身の飲んでい
るお薬を理解し、伝えられ
るようにしましょう。　　
http://kitada-iin.com/

連載 ・健康コラム⑦

お薬について

北田医院 ・北田博一院長

⇒ 榎本ウェンズディ大募集!
年齢性別不問、未経験者歓迎

榎本小学校講堂
毎水曜日19時～21時（会費無料）
まずは見学にお越し下さい！
連絡先＊090-4303-2305（石田）

６月５日（日）

２０１６ふれあい
まつり

榎本第１２回

午前１０時～午後３時半
オープニングセレモニー 9時半スタート

☆ 運営、広報スタッフ大募集！
スタッフとして参加してみませんか？

気軽にお声掛けください

会場：榎本福祉会館
榎本南公園

会館前歩行者専用道路
会館前駐車場

南部包括センター

いきいき４校交流会いきいき４校交流会
2016.3.26*茨田南小学校

今津・茨田北・茨田南・榎本
待望の４校合同イベント初開催

27 年度４月から、４校協働体制が整って、
地域での子育てはいよいよ本格的に始動。
この日、茨田南小に集まったのは、74 名の

児童に、指導の先生方、地域の皆さんを合
わせると100名を越し、賑やかな交流会に。
講堂では、榎本カーリンコンの皆さんが、

対戦形式のゲームを指導。しっかりと話を聞き
ながら順番を守り、真剣に友だちのプレーを見
守る子どもたちの姿がとても印象的。運動場で
は、元ラグビー日本代表・守屋篤（モリー）さん
のタグラグビー。真っ青な空の下、汗をかきなが
ら走り回り、喜んだり、悔しかったり‥子どもた
ちの表情は一際輝きます。モリーの指導は、対戦

前の作戦会議、ゲー
ム中や、終了時の規
律まで行き渡り、最
後のゲームを終える
頃には、自分たちで
作戦を決め、ルール
を守る姿は逞しく。
いつもと違う仲間

とのふれあいは緊張
を含みながらも、年
度末にぴったりのイ
ベントとなりました。

ひと足お先の…

桜まつりコンサート桜まつりコンサート
放出商店会活性化プロジェクト

“放出にぎわいフェスティバル”
2016.3.21( 月･祝）

春の連休最終日は放出商店会主催の『放出に
ぎわいフェスティバル』。榎本地活協は、桜まつ
りコンサートで華を添えさせて頂きました。昨年
まではスモチルと同時開催のコンサートでした
が、今年は装いも一新！会場を阿遅速雄神社に
お借りして地元のミュージシャン大集合！

商店会と榎本地活協からの出店もにぎやかに、暖かな陽射しを浴び
て春の１日をたっぷり榎本放出で過ごます。そして 100 円商店街初開
催。放出商店会主催、みゆき通り商店会の協力で参加店舗はなんと
24！日用品、飲食物、洋品、お得なもの、素敵なものいっぱい！時間を
経る毎に行列のできるお店も。放出駅前には、いいお店、いい商店街
がずらり！ これまで商店会の皆さんはコーディネーターさんを中心に
会議を重ね、切磋琢磨でこのイベントを作り上げてこられました。「こ

れまではその時間にだけやってきて、み
んなお任せ、今回は準備、後片付けを含
め、スタッフ側に加わるっていうことで
すね～」会議も終盤、出演者さんからの
この意見、まさにそれ！と頷きました。商
店街と子ども、学校そして地域、その結
集と更なる活性を狙うなら、イベント当
日よりその過程に意義有り！真剣な顔、
優しい笑顔、見守る目、明日の希望！そし
て次の素敵な計画を立てましょう。
（このプロジェクトは、商店街と地域の住民
や団体とのネットワークを構築することによ
り、継続的に活性化に取り組むことが出来
る組織となることを目的とした大阪市の事
業です。そして28年度も引き続き対象地域
に選出されました。おめでとうございます）

みつるぎの里快適ポイント！
①太陽熱利用、OMソーラー
太陽熱で空気を暖め、その
空気を床下に取り込み、じ
わじわと床上に吹き出しま
す。それにより、室内全体の
温度変化を少なくし、どこに
いても一定の室温を保てる
ことで負担を軽減できます。
②いろいろに使える和室
利用者の多いときは居間、
障子を閉め、間仕切りを入
れることで個室としても利
用できます。
（みつるぎの里 設計士さんより）

小規模多機能型居宅介護

２０１６．４．１６ 撮影

みつるぎの里で過ごすことが
心の安らぎになるように

互いに居合わせることで生
まれる関わり。買い物に行ったり、入浴したり、散歩に行っ
たりと普段の生活の続きです。地域の防犯活動を長くさ

れていた方は、久しぶりに見守り
活動に参加されました。自転車に
乗れなくても、信号のたもとで下
校する児童たちを見守れます。昔
からの仲間たちとの語らいは尽き
ず、その『笑顔』は、職員が知らな
かった魅力です。人の喜びはこう
いった充実感にあります。要介護
４でもできるのです。生き様は、介
護度で測れるものではありません。

みつるぎの里が、いよいよ
５月１日より開所いたしま
した。初日は４名が職員と
共に過ごされました。

みつるぎの里ではきまった
プログラムはありません

ご協力
ありがとう
ございます

榎本スタッフ
回収・見守り
実施中！

コミュニティ資源回収

“ 榎本スタイル” 定着！！

『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：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。(布団や毛布は回収不可）
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（４月より変更）が回収にまわります。
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発行所

ＮＰＯ法人榎本地域活動協議会

理事長　木村武史

広報委員会

大阪市鶴見区今津中 1-9-32

電話 /FAX 06-6963-0104
enomoto22@osaka.email.ne.jp

100 年先の

君の笑顔が見たいから

第22号

えのもと通信ふれあい



○地域コミュニティへの参加は『誰かのため』が『自分のため』に返ってきます。
町会とは‥コミュニティづくり、市・区政への協力、日本赤十字社事業への協力を活動の 3 つの柱とする
大阪市地域振興会が、赤十字奉仕団と構成員や役員を同じくする表裏一体の組織として発足しました。
町会には‥地域にお住まいの各家庭は元より、単身者、商店や事業所、事務所も加入されています。
みんなまちづくりの大切なパートナー。心ふれあうまちにしましょう！平成 27-28 年度 榎本連合町会長＆女性会（会長・副会長）

ざ・えのもとれんごうざ・えのもとれんごう
どうぞよろしくお願いします

世代を越えて
支え合い
見守り合い

住んでて
よかった
この街

つながり合って
みとめあう

１００年先の
君の笑顔が
見たいから

町会長の皆様
このたび、新しく町会長の大役をお引き受
け頂いた皆様方には、大変ありがとうござ
います。最近では、榎本全22町会、町会長
の約半分の方が１期で交代をされます。
しかしながら榎本は、新しい住民のお方の
増加に伴って、
子どもたちも増
え、以前にも増
して大変活気あ

ふれる地域になっております。一方で、この地域にも様々
な問題が山積しております。経済的貧困や、親の育児放棄、
2025 年を迎えての高齢者問題など。この一つ一つは、地
域にとって見逃せない課題であり、地域住民全体で共有
して解決せねばなりません。１期２年で地域のことを理
解するのは大変かもしれませんが、役員の皆さんと共に
力を合わせて、地域住民の皆さんの期待に応えて頂きま
すことを心よりお願い申し上げます。

毎年数回、講師依頼を受け
研修会等で宗宮事務局長と
『榎本の活動』を紹介。

気になることは『ほっとけない』
結果出すまで『ほっとけない』
地域のことは『ほっとけない』

 木村 武史 連合会長 爽やかな初夏を迎え、地域皆様には
益々ご健康にてお過ごしのことと存じ上げます。
さて、今回２年１期の役員改選に当たり

新しく町会長になられた皆様方をご紹介いたします。

榎本広報委員会より 広告募集！！
ふれあい通信に広告を掲載しませんか？季刊
誌を基本に年間６回発行予定。各 10,000 部を
カラー印刷、榎本全域に各戸配布いたします。
また事業所や、講演会時にも配布。年間でも
単回でもご相談承ります。１コマ5000円より。
enomoto22@gmail.com (広報委員会まで）

※広報委員・記者募集
毎月第１または第２水曜19時開催（榎本福祉会館）
まずはご連絡ください（ミニ講習会も開催中）

榎本の情報満載。是非ご覧ください！
http://www.egao-ageruyo.com (HP)

https://www.facebook.com/enomoto22
http://egao-enomoto.tumblr.com (ブログ)

☆Twitter @Enomoto22
☆YouTube TheEnomoto22

『えがおえのもと』
『榎本地域活動』などで検索！

またはQRコードで。

2016.4.14『熊本地震』により
被害に遭われた皆さまに

心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地等で救援・復興支援に

尽力されている方々に
深く敬意を表します。

榎本でも義援金の受付を開始いたしました。
一日も早い復興への祈りと共に
お届けしたいと思っております。
皆さまのご協力お願いいたします。

鶴見区役所から
交付される 27 
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、5,382,500 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 2,360,000 円（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、はぐくみ
ネット、学校体育施設開放の学校
三事業に地活協を通して 490,000 
円が交付されました。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
の会計年度は、7 月 1 日から翌年
6 月 30 日で「みつるぎの里」を
含む全体の決算は、8 月の総会で
予定しています。

平成2７年度
大阪市補助金
決算報告

平成 27 年度 大阪市地域活動協議会補助金決算書
（単位：円）

※小規規模多機能型居宅介護事業にかかる決算は、NPO総会で行います。

収入

備　　考項　　　目 決　算　額
活動費・運営費含む大阪市補助金 5,382,500

その他 7,797,650
13,180,150合　　　計

支出

合　　　計 13,180,150 5,382,500

事　業　名 決　算　額 うち補助金・交付金

5,611,210 1,076,500運営経費

乳幼児子育て支援（スモチル･桜フェスタ) 83,127 38,562
ふれあいまつり 496,024 164,411
榎本盆踊り・納涼縁日 861,783 356,135
榎本大運動会 933,151 143,857
まちなか防災・避難所開設訓練 711,325 529,419

青色防犯パトロール 270,580 202,934
子育て支援（サロン） 140,945 78,183

82,354ふれあい喫茶 131,606

ふれあい餅つき大会 96,524 48,262

榎本ふれあいネット（要援護者登録） 40,200 30,150
広報（榎本ふれあい通信・ＨＰ） 1,248,635 935,421
はなてん音楽サロン 481,862 240,415
榎本児童見守り活動 100,263 75,197
安心安全防犯活動 507,945 380,957
榎本ネットワーク委員会 323,324 211,591
高齢者食事サービス 795,722 588,966
児童公園管理 345,924 199,186

いきいき放課後事業 56,245,906 56,245,906
コミュニティ回収事業(売上) -2,227,867 243,440
生涯学習ルーム事業 50,000 50,000
はぐくみネット事業 160,000 160,000
学校体育施設開放事業 280,000 280,000

大阪市委託料

地域こども部屋事業（栄町寺子屋） 1,007,760 850,000
映画上映会（星空劇場） 188,840 150,000

今津まちづくり文化振興基金

もう１期頑張ります。がんばります！ 前回に続いて頑張ります。
皆様方のご協力お願いします。

老体ですが、
がんばって努めますので
よろしくお願いします。

人は努力する限り迷う。
しかしいつかは救われる。

町会長も４期目。
精一杯元気で頑張ります。
コミュニティ回収にご協力を！

微力ですが、皆様よろしく
お願いします。

２期目になります。
柔考超代な思考で行動します。

皆さんと楽しく活動できる
ようにしたいので、ご協力
よろしくお願いします。

負けない人のみが
朗らかな人生を生きぬく。

創意と工夫、謙虚に
多くの意見に耳を傾け
職務を全うする。

キリマンジャロに続き、
モンブランが目標。保護司兼任。

助けあっていきましょう。 安全・安心な住みよい
まちづくりへ頑張ります。

初めてですが頑張りますので
よろしくお願いします。

皆さんのお手伝いできる様
努力します！

自助・共助・公助とあれど
共助が一番か。

児童・高齢者に
やさしい街づくりを！

皆様にご指導をいただき
頑張っていきたいと
思っております。

ボランティア精神で
がんばります。

町会長としての一番の宝は
人との出会いと繋がりです。

会長中心に楽しく一致団結がんばります。
活躍の様子をブログでご覧くださいね！

http://hana-enomoto.tumblr.com
出来る範囲で
活動させていただきます。

女性会副会長 
小牟田 幸后さん

女性会会長 
板倉 佐智子さん

第６町会・段野 拓三さん第５町会・太田 忠雄さん第２町会・牛谷  實さん 第３町会・松井 貞夫さん 第４町会・山田  重信さん

第８町会・伊藤 洋徳さん 第９町会・宮﨑 宏紀さん

第18町会・野口 朋子さん

第20町会・森 さん

第17町会・橋本 琢哉さん

第19町会・森田 文夫さん 第 21町会・小野 裕之さん 第22町会・森田 悟さん

第11町会・嘉田 茂さん第10町会・柳瀬 昇三さん

第15町会・増井 賢さん第14町会・谷 福枝さん 第16町会・上田 樹三郎さん

第12町会・仲尾 忠司さん

第13町会・渡邊 敬一さん

第１町会・森田 明さん

第７町会・小林 育夫さん

やりまっせ !やってまっせ !やりましてん！えのもと広報

  (２)　２０１６( 平成２８年）　　　 ６月 １日　　　　ふれあい えのもと通信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２２号 


