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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！

〒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/

認知症にならない
ために、何に気をつ
ければいいでしょう
か。第一に運動をすること、第二に食事を気をつ
けること、第三に社会的な活動に参加することが重要です。
運動、食事と言うと高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣
病を連想しますが、実は認知症と密接な関係があり、これらの病
気を複数持つと、そうでない人に比べて認知症の発症が増加する
と言われています。運動は週に 2 から３回以上、30 分以上の運動
がいいでしょう。歩くだけでも十分効果があります。食事は偏食

にならず、野菜と魚をしっかり食べましょ
う。納豆などの大豆製品も有効です。特に
女性は少食になりがちですが、代わりに甘
い物を食べるのは良くありません。そして
読書やスポーツなどの趣味を持つ、料理を
するなど、社会の中で役割を持つことが認
知症の発症を抑制すると言われています。
特に男性は退職すると引きこもりがちにな
りやすく、家族や地域から目標や役割を見
つけてあげることも重要と考えます。

連載・健康コラム㉑
認知症予防のために必要なこと

北田医院 院長・北田博一

2019.9～2019.11月の回収量は
70.36 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
■年末臨時回収は12/26( 木 )

1月は第2・第４木曜(1/9・1/23)に変更。
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
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

12/17　防災講演会
12/21　第 63回はなてん音楽サロン
12/29　ふれあい餅つき大会
12/31~元旦 ゆく年くる年灯籠まつり
1/中旬  凧作り教室
1/19　 リレージョギング　　　　　
　　　 新春凧あげ大会
1/25　 第 64回はなてん音楽サロン
※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

冬の行事予定

早い避難が命を守る
令和元年の夏から秋にかけ
て関東地方に３つの台風と集
中豪雨が襲い、河川の氾濫が
相次いで起こった。死者も発
生、多くの家屋が床上、床下
浸水に見舞われ、台風、集中
豪雨の恐ろしさをまざまざと
見せつけられた。そして、ハ
ザードマップで想定していな
い地域まで浸水被害が及ぶリ
スクが浮き彫りになった。
台風の接近や、大雨が予想されるときは注意が必要で、
特に災害に弱い高齢者や子供のいる家庭では天気予報
を見て、暗くなる前の早めの避難を心掛けましょう。
何事も「早い避難」が大切です。　　　　　　　　
　榎本地域活動協議会では毎年、地域防災訓練では避難
訓練を実施して近所の人たちに声がけをして協力体制
が保たれているように思いますが、「早い避難」を忘れ
ずに実施しましょう。
近年の自然災害の脅威が高まるなか、どう教訓をつな
ぎ、命を守るか改めて問われています。

「自然災害の脅威」
鶴見消防署 地域担当司令 

福川 久美夫

防災コラム⑨

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。

　◇運営目標◇
１．ご利用者がその方らしく過ごせること
趣味や生活歴を大切にし、自宅にいるような雰囲気ですごしていただく
中で、役割を持って生活し、満足感や充実感を感じていただけることを
目指します。
２．顔なじみの人たちと一緒に安心して過ごせること　
顔なじみのスタッフが、自宅を訪問し個別の対応をする中で、ご利用者
が安心・安全・健康的に過ごしていただけることを心がけます。
３．ご利用者、ご家族が笑顔で過ごせること　
ご利用者・ご家族と向き合い、ご利用者・ご家族の想いに共感し『一緒に』
の気持ちでかかわる中で、信頼・安心してい
ただける関係を目指します。

◇基本理念◇

あなたらしく生きる
ために共に生きるみつるぎの里

日々の便り・おやつタイム

◆地域の人たちの支え合いを大切にし、地域福祉の充実を目指します。

☆食事は全部スタッフの手作り。
管理者の作った献立表には、
鍋物やお好み焼きなど

皆で楽しめるメニューがいっぱい。
利用者さんの笑い声が響きます。

いきいき活動報告！
防災 ( 防犯 ) 訓練実施

2019.9~11
いつどこで起
こるか予測で
きない災害。ま
ずは最初のピ
ンチを生き延

び、その次の避難につなげる。い
ざという時の心構えを身に着け
「おはしも」の約束を守った安全で
冷静な集団行動が命を守ります。
いきいき各校でもそれぞれに目的
を掲げ、訓練が実施されました。

お さない
は しらない
し ゃべらない
も どらない

９月12日 ( 木 )  15:00～
1・2年生対象に地震発生時の避難。
訓練後のアンケートで子どもたち
の声を聞いた。不審者対応訓練は
指導員対象で実施。

　11 月 9日 ( 土 )  9:15～
地震・火災 . 防災の基本は、普段
の生活習慣にもあることを知り、
質の高い防災の文化を育てる。

11月13日 (水 ) 16:00～
活動室にて、揺れがおさまるまで
待機、その後グランドに避難、避
難態度について講話を行った。

 11 月 13 日 ( 水 ) 16:00～
運動場で遊んでいる時の地震発
生を設定。統制のとれた集団行
動ができるようにすることで、全
ての児童の命を守る。

　11月19日 (火 )　　　 
不審者対応訓練（指導員向け）
『子どもを守る･自分の命も守る』

不審者に気付く・
声をかける・変
だなと感じたら
警察に通報。
※写真はすべて
茨田北小より提供

榎本小

今津小

茨田南小

茨田北小

茨田小

「指令」を聞いて
机の下へ

靴を履いて頭を守り
避難行動 刺股を使った防犯訓練

10月19日
には 110 才
の誕生日を
子どもたち
とともにお
祝いくださ
り、本当にありがとうございました。
そして、いつも榎本の子どもたちを温
かく見守ってくださり心より感謝申し
あげます。110 才を迎えた記念すべき
この年に 1032 名の子どもたちは、110
年の時が積み重ねた榎本の歴史や榎本
小学校につながる多くの方々について
思いを巡らせました。そして、お祝い
の会に訪れてくださった皆様のお姿か
ら、多くのつながりの中で安心して過
ごせていることに感謝する気持ちが生
まれています。子どもたちの思いを寄せ合って創り上
げたフェスティバルはいかがでしたでしょうか。素直
な榎本の子どもたちが、笑顔で思い切り楽しむことが

できた集会に
なったのでは
ないかと自負
しております。
ご支援をいた
だき、本当にあ
りがとうござい
ました。
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榎本小の歴史が
永く次へと繋がるように

全校児童の整列は壮観

おめでとう

ございます！

榎本地域の北側、寝屋川沿いに
次々に工場・研究所を増設している
奥野製薬工業株式会社を訪ねた。
1905 年道修町で創業し、115
年の老舗は、この地の寝屋川
の水運を使って大きくなり、薬
品の分け売りから始まった事業は、表面処
理 (めっき ) 部門、無機材料 (ガラス絵の具 )
部門、食品 ( 食品添加物 ) 部門の 3 部門で
年商 300 億円の優良企業になった。450 人
の従業員は、道修町の本社の他海外にも展
開するが、6割はこの地域で働いている。
売上の 70％を占める表面処理では , 六価
クロムやシアンなど環境に負荷をかける素
材を使わない技術開発が強みだ。もう昔な
がらのめっきの面影はない。軽いプラス
チックに金属の質感を与え、希少な資源を

表面処理で極限まで有効利用する技術はエ
コそのものだ。榎本で生み出された製品は、
スマホ、自動車の部品に使われ、殆どの人
が手にしている。
赤いロゴで有名な世界的飲料メーカーの
赤く印刷された瓶のインクは奥野製薬が
作っている。飲料水容器がペットボトルに
置き換わる中、化粧品の瓶やコップの印刷に

使われるガラス
絵の具は圧倒的
なシェアを誇る。
コンビニやお弁
当屋で使われる
食品の日持ち向
上剤は、食べ物
の老化を遅らせ、
高い安全性と食
品ロスの軽減に
寄与している。
環境問題に正

面から取り組み、「愛～」を社是として、
高い技術力と次代に活きる研究で日夜時代

をリードし、私た
ちの生活になくて
はならないものを

作り続ける奥野
製薬は、地域の
誇りといえる。

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。

えのもと
私の好きなトコ
産業編 Vol21

身近にあふれる 『奥野製薬』
モノづくり

ほんとうに愛される製品をつくり

みんなに愛される人になれ

ほんとうに愛される製品をつくり

みんなに愛される人になれ

奥田部長・田村専務・牛谷町会長・山口工場長・吉松課長

総合技術研究所 西棟

ふれあい
えのもと通信
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ガラス張りの
オープンな研究施設

西棟エントランス

この日のメニューは「白玉ぜんざい」
おひとりひとりのペースで。



※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

537
-000

2 

大阪市東成区深江南２－
１０－

２８

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

ナ
カ
シ
マ

企
画

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
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榎本地域の町会は 22、その中の
4 つの町会は子ども会が元気。そし
て連合大運動会２連覇中の第２町
会がその筆頭。強さのヒミツを牛谷さ
んにお聞きしてみたら‥「全部、子ど
も会に任せてますねん。町会は口出
しせんとお金だけ～笑。」今年発注
した弁当はなんと 110。競技以外に
も余念が無い。う～ん‥そこか︕
明るくパワフルな子ども会役員の皆
さんがヒミツを 《ちょっとだけ》 教えてくれました。「子ども会に入っている子は今 37 人。子ども
会を卒業した子たちもずーっと関わりを持ち続けてるのは、楽しい思い出があったからかな。」 「出
場者集めの苦労︖横つながりで自然に。」 「役員は7名。PTAを兼ねてる人が殆ど。どちらが
先ということもないけど知らん間に巻き込まれてる感じ」 「急に玄関に来られて、次頼むで︕って
言われたら断れません笑」 ボーリング大会、遠足、秋祭りに茶話会。年間いくつものイベント
をこなせるのは役員の結束力に他ならない。それを見守る町会長始め、先輩方の温かさ。と
ても体温を感じる２町会。「この後、優勝祝賀会の打ち合わせ︕」 とか。いいな。

『あなたの番です』 榎本第２町会

牛谷町会長
武山さん親子

伊敷さん
森田さん 井ノ本さん

おめでとう！
優勝 第２町会（２連覇）
準優勝 第４町会
第３位 第22町会

👑

第 45 回
鶴見区民まつり
2019.9.8

真夏を思わせる陽射しの鶴見緑地。台風のた
めに中止になった昨年度。ねこバスに加え、今
年は大きなトトロのフロート。まっくろくろすけ
とお揃いの蓮の傘を手に賑やかに沿道を練り歩
く姿も壮観。コロッケとかき氷、冷たい飲み物
の売店も大盛況。大きく張ったテントにはたく
さんの榎本人が集まって日々の話に花が咲く。
パレードの後もトトロは大人気で写真撮影の子
どもたちの笑顔を集めた。大阪市でも最大級の
イベントとなったこのまつり、来年はどんな趣
向で愉しむかな、とフロート部会？？の話し合
いが早くも始まった。

2019.12.21(sat)
18:00開演17:30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.63

ジャズボーカル＊川本 睦子
ギター＊Jesse Forest
ベース＊萬 恭隆

演奏予定曲
The Christmas Song

Have yourself a merry 
little Christmas

White Chrstmas 他

Christmas Concert  R1

ソフトボール&キックベースボール大会情報
☆11/10 【ライオンズ大会】 ソフトボール優勝

☆11/23 【城東秋季大会】 キックベースボール優勝

子どもたちが心をひとつに頑張りました❗❗

2019.11.10　鶴見緑地第一運動場

メンバー募集中 !!

一般利用申し込み受付〈有料〉

● 無断立ち入りを禁じています ●

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

榎本
まちなか
避難所開設
運営防災訓練

2019.10.27
（日）

たび重なる自然災害、その映像に心痛み、自分の命
を守るため家族の命を守るため今、何をすべきか真剣
に考える機会。地域のたくさんのイベントの開催で隣
近所との交流は自然に深まり、いざという時の心強い
味方となる。『自助・共助・公助』そして何をおいても『近
助 (所 )』自分たちでどこまでできるのか、あってはな
らないその日に備えたい。本年度は、大阪市危機管理
室のプログラムを取り入れ 自主防災組織を再構築。

榎本地域はまた

災害に強いまちへと前進。

9/4 情報伝達訓練

10/9 避難所開設運営訓練

9/24 ワークショップ

10/23 全体会10/26 夜間訓練

10/27 まちなか訓練 10/27 避難所・実演

バケツリレーの長い列〈町会対戦〉

細い雨がハラハラとこぼれ青空は
すっかり厚い雲の向こう。運動会日
和とは言いにくいがひんやりとした
風と湿ったグラウンドは身体に優し
い。短縮プログラムでの開催は前日
に決定。空模様を見ながら町会対
抗を先に、と競技順は随時変更。
「競技が終わったらノーサイド。町
会を超え地域の皆さん、声かけあっ
ていい時間を過ごしてください」
                        （長沢区長ご挨拶より）
各地、台風の被害の多い中、こん
なに盛り上がっていいのかとふと
皆の頭をよぎるが、こうして地域

一丸となることが災害時の力にな
る。特に今回は世代間交流の競技
が増え『ふれあい』の多いプログ
ラムが並んだ。閉会式を終え福引
抽選会に代わりじゃんけん大会。
ずっしり重い新米がそれぞれの勝
者に手渡され終了。片付けの頃に
は、また雨。台風の影響は受けた
ものの思い出深い運動会になった。

榎本連合

大運動会
榎本連合

大運動会
令和元年10月14日(月・祝)

ホールインワンは新競技。
世代をまたいでONE TEAM

パン食い競走～❤ 熱い！じゃんけん大会✌走れ～もっともっとファイト～

敬老慰安大会
令和元年9月16日(月・祝)

時折吹く風は心地よく空は白い雲も際立つ晴
天。この日のご招待数は約 2700 名。みつるぎの
里からも介護スタッフ同伴で利用者さんが参加
し「生涯を地域で暮らす」事を実感。来賓の皆
様にも大勢お集まり頂いた。百歳を越されたご
長寿は５名。大正から令和へと続く四元号を経
験された先輩方への感謝と尊敬の拍手は大き
い。第二部の演芸会では和太鼓やフラダンスに
ソーラン、榎本児童の演奏や今津中学生の落語
に会場は笑顔で溢れる。日頃の練習の成果を披
露された踊りや歌は会場の暑さも忘れさせ、最
後までたくさんの方が楽しまれた。榎本小 PTA
役員が声をかけながら会場をまわる福引抽選
会。女性会の皆さんや団体スタッフが笑顔でお
見送りする姿は、この日1番の光景。また来年も
きっと元気にお越しください。

平成 16 年 4 月楽生
会に入会、翌年には
役員になり、こどもの
見守り活動も始まり
ました。8 月には卓球
に誘われ活動開始。
平成 19 年より会計を
任され、その年は楽
生会20周年記念行事
が重なったので 2 つ
の会計を兼務。頭の

中も真っ白、おまけに急に白髪が増え出してき
た事を覚えています。平成 21 年、楽生会とし
て盆踊りに参加することになり、７月に福祉会
館での練習が始まりました。当時の参加者の皆
さんが一生懸命に踊っていた姿が走馬灯のよう
に思い出されますが、一番頑張っておられた方
が本番で踊る事もなく亡くなり、残念でなりま
せんでした。そして、親父と慕っていた佐藤会
長が平成 28 年 7 月にご逝去。西村さんが引き
継がれましたが、平成 30 年 7 月に体調不良で
引退。その後を私が引き継ぎ、色んな面で出か
ける事も多くなり、改めて大変さが身に沁みて
きました。しかし引き受けた以上は、やるしか
ないと思い、頑張っている所でございます。

私と楽生会
～皆さんのお知恵とお力を頂いて～

楽生会会長　脇田広志児童によるお祝いの演奏

中学生になった
なおい丸くん

ウクレレの生演奏でフラガール！


