
※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！

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

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。

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・高校生）1 食   200 円

毎月 第２・４木曜日
18:20～ 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 または 榎本福祉会館へ
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大阪市東成区深江南２－
１０－

２８

TEL/FAX：06-6975-2715
E-mail：prmkei1@gmail.com
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PLANNING ROOM
 NAKASHIMA

アパレル企画・パターンメイキング
ポスター・リーフレットデザイン

WEBサイト・SNS運営管理

当時の町会長といえば、少し名誉職のよう
な雰囲気があったように思います。今では
連合の行事も増え、各町会長並びに各女性
部長の負担はますます大きくなっているよ
うに思います。（私自身も 10 年間、第９町会
会長として奉仕。）
最近では、会社の定年が延長され、更に嘱
託雇用期間も延長され、70 歳位まで働く人
が多くなっています。そして個人事業主の
減少と相俟って、各町会とも老齢の方々が
頑張っているのが現状だと思われます。
地球温暖化のためか、日本の各地で豪雨
災害が起こっています。これからの地域コ
ミュニティとしては、昨今失われがちである
今こそ、隣近所との付き合いを見直して、
お互いに声掛けをし合うようにして、被害に
合わないように努めていきたいと思います。
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榎本社会福祉協議会の一員として各行事に参加。－－－それから23年。

大阪府大卒業後、富士伸銅（株）に就職。
結婚を期に放出に住む。
昭和45年10月宮崎鉄工所に入社、現在に至る。
阪神淡路大震災の翌年、各連合町会に防災リーダー
が設置され、第９町会代表に選出。
平成９年５月保護司を拝命、鶴見保護区に配属となる。

申込受付：利用希望日1ヶ月前から
料　　金：午前・午後　各2,000円

管理運営委員会参加団体優先となります
ので、希望に添えない場合もあります。
詳細はお問い合せください。

一般利用申し込み受付〈有料〉

● 無断立ち入りを禁じます ●

問合せ先 ： 榎本福祉会館
TEL 06-6963-0104

えのもと
北コミュニティ広場

えのもと
北コミュニティ広場

令和最初の盆踊り大会は、昼間の猛暑に
もかかわらず日が沈みかける頃には、涼し
い風が体に心地よく浴衣姿も目立つ大勢
のご来場者で、踊りも縁日も大盛況でした。
私の盆踊り大会とのかかわりは PTA が
始まりです。当時の会場は榎本福祉会館
横の公園で、縁日の出店もスペース的に
限りがあり、PTA は巡視と子どもさんの
帰宅タイムにお菓子のお土産を配る事で
した。青少年指導委員ではスマートボー

ルで縁日出店。同委員を卒業と同時に、
この頃ようやく組織化された青少年福祉
委員で輪投げの縁日出店、そして数年後
に会場が広い榎本小学校になり、出店す
る団体も増え、素晴らしい催しになって
いると思います。特に近年思うことは、
小中学生は勿論のことですが、大勢の未
就学児の子どもさんが家族の方に連れら
れ楽しんで下さっていることに喜びを感
じてやみません。感謝！

《榎本盆踊り大会・納涼縁日》　昭和平成令和と繋ぐ

数々の行事を支え続けて三元号
青少年福祉委員　近藤 誠孝さん

えのもと☆2019
星空劇場★
★ 盆踊り大会

納涼縁日夏

2019.10.20(sun)
14:00開演13:30開場
榎本福祉会館
入場無料＊チップ制

はなてん音楽サロンVol.６２

Vo.中村 扶実
Pf.井上 さとみ

愛の讃歌、黒いワシ
I will always love you
タイタニックのテーマ
Time to say good bye

Someone to watch over me
Angel eyes 他

Fumi Nakamura
放出創出のヴォーカリスト。１００年前に淀川を改

修し大阪を救った治水翁・大橋房太郎の曾孫。

～映画音楽から
シャンソン・ジャズの
名曲をお届けする～

秋の昼下がり

 毎年恒例「子ども文化祭」の練習が始まりました！

初日は、何をやりたいか、みんなでミーティング。
今年のテーマは、榎本小学校創立110周年 ！ 今から

ワクワクしています。新学
期が始まったら、お友だ
ちと一緒にたくさんのご
参加お待ちしています。
  一緒に楽しもう！！

榎本まちなか
避難所開設
運営防災訓練
《本年度のスケジュール》

  9/  4（水）情報伝達訓練
  9/24（火）ワークショップ
10/  9（水）避難所開設運営訓練
10/16（水）ふれあいネット全体会
10/23（水）全体会
10/26（土）前日訓練・夜間訓練
10/27（日）全戸参加
   榎本まちなか防災避難所開設訓練
※大阪市危機管理室地域防災力
向上アドバイザーのプログラム
を取り入れ、榎本防災の更なる
組織化と強化を目指します。

10月27日（日）9:30〜

鶴見区役所から交付され
る 30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、4,133,698 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、はぐくみ
ネットにも地活協を通し
て交付されました。榎本
小学校等５校のいきいき
放課後事業の大部分は人
件費です。NPO 法人榎本
地域活動協議会の収支決
算は内閣府の NPO 法人
ポータルサイトに掲載さ
れています。

平成 30年度
大阪市補助金
決算報告

平成 30 年度 大阪市地域活動協議会補助金決算書
（単位：円）

生涯学習ルーム 45,00045,000
児童いきいき放課後事業（５校受託分） 83,327,549 83,327,549

コミュニティ回収事業 0 2,125,694
学校施設開放事業 260,000 260,000

大阪市委託料 支出　　　　 収入（事業収入含）

支出　　　　 収入（補助金・事業収入含）
地域福祉活動費（高齢者食事サービス、子育てサロン等） 1,252,618 1,199,350
地域福祉活動助成金

支出

合　　　計 9,871,513 3,707,302

決　算　額事　業　名 （内数）補助金・交付金
乳幼児子育て支援（スモチル) 44,591 22,295

榎本盆踊り・納涼縁日 934,111 383,217
区民まつり 102,308   39,544
榎本大運動会 530,048 217,399

362,364広報（ふれあいえのもと通信・ホームページ） 724,729

408,857 306,642まちなか防災・避難所開設訓練

ふれあい餅つき大会 44,07988,159

291,532 145,766はなてん音楽サロン

青色防犯パトロール 311,035 233,275

榎本児童見守り活動 72,576 54,432

安心安全防犯活動 378,815 284,110

児童公園管理 262,326 196,743

街路灯 LED化 615,000 461,250

はぐくみ地域子ども育成事業 228,352 114,176

運営経費 4,598,745 741,460

（仮称）榎本塾 00
ふれあいまつり 280,329 100,550

今津まちづくり文化振興基金
星空劇場（夏休み野外映画会） 200,000 200,000

支出　　　　 収入

みつるぎの里 28,497,382 26,726,051
小規模多機能型居宅介護事業 支出　　　　 収入

収入
備　　考項　　　目 決　算　額

活動費・運営費含む大阪市補助金 4,133,698

その他 6,164,211
9,871,513合　　　計

大阪市補助金戻入 -426,396

2019.8.3-4
榎本小学校校庭
2019.8.3-4

榎本小学校校庭どの縁日も大盛況！ 提灯に興味津々 夢舞隊 Chihaya さぁ出番！どの縁日も大盛況！ 提灯に興味津々 夢舞隊 Chihaya さぁ出番！

お揃いの浴衣の女性会お揃いの浴衣の女性会 ＰＴＡブースにも長い行列ＰＴＡブースにも長い行列 雅っ鼓！雅っ鼓！ それぞれに着飾ってそれぞれに着飾って 打ち上げ花火打ち上げ花火

#浴衣男子#浴衣男子

2019.7.28.19:30 上映スタート
榎本小学校校庭

次第にくれ始めた空が真っ暗になり、賑やかな
話し声も一瞬の静寂。楽しく色鮮やかな映像が流
れ始めます。「星空劇場の日を迎えると、あぁ、
夏休みが始まったんだな、と感じます」宮地教頭
先生の言葉に、ここに集まる子どもたちの夏休み
の思い出の最初の１ページになることを想像し、
ワクワク。皆が帰った後の校庭は、ゴミも皆無。
そして、いつにも増して暗く淋しげでありました。

2014 年 度にス
タートした星空劇
場。6回目の今回は 「ボス・ベイビー」
を上映。６時を過ぎた頃から集ま
り始めた参加者は上映時間間際に
なるとスクリーン（講堂の南壁）
の周りにぎっしり！思い思いの鑑
賞スタイルでスタンバイ。敷物や
飲食物、全て自ら準備するという
スタイルもすっかり定着しました。

ふるさと榎本を心に刻む

一番乗りはオシャレなＪＣ★ 思い思いのスタイルで一番乗りはオシャレなＪＣ★ 思い思いのスタイルで

やりまっせ !やってまっせ !やりましてん！えのもと広報

えのもと夏の思い出～防災の秋へ 2019年（令和元年）9月15日 第35号 ふれあい
えのもと通信えのもと通信
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