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12/  3　榎本校下人権学習会
12/13　スモチルフェスタ
12/18　第49回 はなてん音楽サロン
12/25　鶴見区 第九 特別コンサート
12/29　ふれあい餅つき大会
 1/ 7 　 凧作り教室
 1/15　 リレージョギング・凧あげ 大会
 1/21　第14回 花はな寄席

 3/ 5　  第50回 はなてん音楽サロン
       ＊放出にぎわいフェスティバル 

年末年始行事予定

50th Anniversary!

今津公園の西向
い、榎本放出で
こども時代を過
ごした皆さんに
は、懐かしすぎる
「お好み焼き・た
こ焼き 福ちゃん」
それもそのはず、
この地でかれこ
れ 35 年。この日
も小さなお子さ

ん連れのママが、肌寒くなった夕方「まだあり
ますか～？」ってご来店。年季
の入った手つきで軽妙に会話を
交わしながら「はい 7 個ね、100
円！おまけ入れとくで。」おかみ
さんの声が弾みます。そして、
こちらを紹介くださったのは、
榎本体育厚生協会会長で、鶴見
区の副会長、田中新さん。どっ
かで見たことあるな‥って？も
ちろんですよ、榎本大運動会の

審判長！壇上の姿凛々しい訓示はもう 15 年！
運動会の１日をグラウンドの隅々に目をキラ
リ！‥ちょっと厳ついお方かな？と恐る恐る
( 笑 ) お話を始めました！榎本在住 40 年余り。
1970 年、和歌山県田辺市から就職をきっかけ
に大阪に。小学校３年から始めた野球で、中・
高校を通し、社会人になってももちろん継続。
榎本での活躍は「幸福スターズ」や「ＰＴＡソ
フトボール」そして現在に至る！文字通りのス
ポーツ親父。月２回の練習のあとの反省会？
会場がここ「福ちゃん」。榎本の中でもガタイ
の大きな漢たちがここに集まり、どんな会話

が交わされているんでしょう？
興味津々。一人娘さんのお話に
なると相好を崩され、ちょっと可
愛い！今、卓球に夢中な田中さん
「ソフトを通じていろんな人と知
り合えて友だちになれた、それ
がほんま一番や」と。頼れる榎
本男子、榎本ソフトボール同好
会は約 20 名。熱烈応援！また大
会で優勝してきてくださいね！

えのもと私の好きなトコVol.9えのもと私の好きなトコVol.9
『福ちゃん』
田中 新 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。

在宅訪問介護ヘルパー
として 10 年の経験の後、

地域密着型というところに心を惹かれ、みつるぎの里のオー
プニングスタッフとして、４月から働いています。利用者
の皆さまには、自分のペースで家庭的な雰囲気の中で過ご
していただいています。「私も何
かあったら『みつるぎ』でお願い
するわ」と言ってくださる方もい
て、地域の中で働ける事に幸せを
感じています。人との縁やつなが
りを大切にして、みつるぎの里の
スタッフとして地域の皆さまに喜
んでいただけるお手伝いが出来れ

ばいいな
あと思っ
ています。

縁やつながりを大切に。
介護福祉士の堀岡直美です

小規模多機能型居宅介護

毎月第３土曜
《13:00~15:00》
榎本福祉会館

介護家族おしゃべり会
※普段の介護の話を聞いたり
話したりいたしましょう。
ご見学は随時
お越しください。

問合せ＊06-6955-9044

〈榎本福祉会館 2 階〉

どうぞよろしくお願いします。

子育てと地域の係りを大切
にという基本理念で事業委託
された榎本地域活動協議会の
意義を真摯に受け止め「いき

いき」の改革に取り組んでいます。「いきいき」の運営主体で
ある運営委員会の委員長に茨田南地域活動協議会の西田捷男
氏を迎え、地域、学校のご支援のもと「いきいき」が、より
その役割を果たせるように努めています。１年生の４月１日
よりの利用の簡素化、活動時間の延長等、利用される立場に
立った規制の緩和、しかし一番大切な危機管理の為には保護
者のご協力も必要です。帰宅時間・方法の明確化をお願いし
ました。将来の地域社会や家族の一員として、その役割を担
う為に「いきいき」という異年齢集団で、登録児童 243 名の
児童が、それぞれ集団活動を通じ
て、相手を肯定・尊重しつつ、より
よい人間関係を築く為の態度を育
めればと願っています。
最後になりましたが、榎本いきいき
活動事業部による施設設備の積極的
な改善や、４校交流会の取り組み等、
様々な支援に感謝致しております。

いきいき活動報告！
いきいき４校の先生方に聞く②

茨田南小学校
『子育ては、地域で』

※H27年度より榎本が、いきいき４校の
事業受託をしています。 松田 明子 先生

川邊 進 先生

年の瀬が近づいてまいりました。この時期忘
年会など、お酒の席に呼ばれる方も多いと思
います。今回は飲酒のお話です。ストレス社会
といわれる昨今、好きな人にとってはストレス

解消にもなるので、いい面もあります。また、赤ワイン
は1-2杯程度であれば、血管の中を綺麗にする、善玉コ
レステロールを増加させます。しかし、飲み過ぎは肝臓に悪影響がでる
のは周知の事実ですし、酔っ払いの状態になると転倒や怪我の原因にな
るばかりか、人間関係に支障をきたす場合があります。何事も程々が重
要です。休肝日は少なくとも週2日、つまり２-３日飲んで１日休むといっ
たサイクルをつくることが重要です。もし飲みすぎて二日酔いになった
時、一番いいのはよく眠る事です。体自体は脱水状態に近いため、ス
ポーツ飲料を中心に水分を取ってください。また、対処的に胃薬を処方
する事もあります。お酒と上手に付き合って、良いお年をお迎え下さい。

〒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/

連載・健康コラム⑨
お酒との付き合い方

北田医院・北田博一院長

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）

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
　　　　（毎週ではありません）
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（４月より変更）が

回収にまわります。

３年目突入～！ご協力
ありがとう
ございます
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愉しくお喋りしながら
お手軽ランチ。

お仕事や家事の合間や
ちょっとした打合せ。

ちっちゃな子連れママ、 パパ
おばあちゃま、 おじいちゃま

どなた様も大歓迎 ！
顔見知りの方も

初めましてのあなたも
お話弾むスペースに。

日時：月・水・金 １０時から１４時
場所：榎本福祉会館

《メニュー》
＊日替り弁当 400円

おみそ汁付き
＊コーヒー（ホット・アイス）150円
＊紅 茶（ホット・アイス）150円
＊ミルク（ホット・アイス）150円

＊ミックスジュース 200円 
などなど、ほかにも色 開々発中！

＊宅配のお弁当もご利用ください
(月～金・昼食時間）
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他の都会では、「回覧板」は既に消
滅したそうです。でも私たちのまち
では、有効なメディアであり続けて
います。地域共同体としての「隣近所」
は痩せ細ったとはいえ、まだまだ振
興町会を中心に活動しています。大
阪市は、平成２２年頃から多様化し
増大する市民のニーズに応える「地

域活動協議会」を市内全小学校区に置くとしました。
榎本地域では、平成２４年３月に地域活動協議会の
認定を鶴見区から受け、同年１２月にNPO法人格を取
得しました。大阪市の構想を榎本が実施し、大阪市が
さらに応える関係が実現しています。日常的な地域活
動や伝統的な地域行事に加えて、新しいイベント、地
域情報や人を繋ぐ取り組み、安全安心を自ら担う青色
防犯パトロールや放置自転車対策、防災訓練もまちづ
くりとして要援護者登録と連携させるなど地域の創意
工夫を活かしています。そして、大阪市から「いきい
き活動」や「コミュニティ（古紙・布）回収」を受託し、
小規模多機能型居宅介護事業「みつるぎの里」によっ
て地域福祉を積極的に打って出るまで至っています。
地域コミュニテイの再構築を地域活動協議会への参
加で、ふるさと榎本を創っていきましょう。

事務局長　宗宮 惠司

15:00開演 14:30開場
榎本福祉会館 入場無料＊チップ制

２０１６年12月18日（Sun）

はなてん音楽サロンVol.４９

Christmas ConcertChristmas Concert
心に響くクリスマスの贈り物心に響くクリスマスの贈り物

ヴァイオリン＆ヴィオラヴァイオリン＆ヴィオラ

Merry Christmas

『はなてん音楽サロン５０回』アニバーサリーを
迎えるにあたり、皆さまのご要望におこたえして
浅井咲乃さんの３度目の出演が叶いました。

〈 演 奏 予 定 〉

＊ クライスラー ・ 愛の喜び

＊ マスネ ・ タイスの瞑想曲

＊ ハルヴォルセン ・ サラバンドと変奏

＊ ホワイトクリスマス

＊ サンタが町にやってくる   etc.

Sakino Asai

浅井 咲乃＊violinist
テレマン室内オーケストラ、ソロコンサートミストレス。

大阪市浪速区の文化親善大使「７２８（なにわ）大使」。文化振興

にも力を入れつつ、活動の幅を広げている。ソロアルバム「よろこ

びとかなしみ」「ヴィヴァルディ:四季&ムガール帝国」ＣＤリリース。

Kang Yoongkwang

violist＊姜 隆光
テレマン室内オーケストラの首席ヴィオラ奏者。
ソリストとしても活躍。2014年４月、自身初となる
ヴィオラリサイタルを開催。バロック楽器とモダ
ン楽器を持ち替えるという偉業に挑戦し好演。

はなてん音楽サロン 50 回記念コンサート
2017 年３月５日（日）開催決定！

【緑綬褒章】長年にわた
り社会に奉仕する活動
（ボランティア活動）に
従事し、顕著な実績を
挙げた方に授与される。

平成２８年秋の褒章受章に
際し、図らずも『緑綬褒章』
拝受の栄に浴し、誠に光栄な
ことと感謝いたしております。
１１月１５日、厚生労働大
臣から褒章の伝達を受け、
家内を伴い、皇居宮殿 豊明
殿へ参内、天皇陛下に拝謁
の栄誉を賜りました。
褒章伝達式では、緑綬褒
章２６人と２０団体を代表
して家内共々、拝受いたし
ました。代表としての責任
感とこの場にいる幸せを感じながらの伝達式でした。
皇居宮殿での天皇陛下の拝謁では受章者全員にねぎらいの
御言葉を賜り、大きな感動を夫婦で分かち合いました。
これもひとえに皆様方の心温かいご指導ご鞭撻の賜物と深く
感謝いたしております。今後はこの栄誉を心に刻み、一層の

精進を致す所存でござい
ますので、何卒かわらぬ
御支援ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

祝
・
緑
綬
褒
章
受
章

祝
・
緑
綬
褒
章
受
章

『責任と幸せを感じて』
理事長 木村武史

榎本の情報満載。是非ご覧ください！
Facebook：榎本地域活動協議会

Twitter：@Enomoto22
『えがおえのもと』

『榎本地域活動』などで検索！

榎本スタッフ
回収・見守り
実施中！

2016.11.17 コミュニティ回収 Vol.50 

皆さんのご協力に感謝！
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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
成果を挙げました。

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（木）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 ！

「1966 年に国民の
祝日と定められた敬
老の日はちょうど50
回を迎え、当時の二
十歳の若者が本日
初めてこの会に参加となりました。共に地域で楽し
く生活し続けられるよう、助け合いながら参りましょ
う。」木村理事長の挨拶を受け、西村楽生会会長の
謝辞では「地域で開催される敬老会が、これほど盛
大に続くことは珍しい。今後も変わりなく継続する
ことを望み、こうして参加できることをたいへん嬉
しく思います。」と。式典のあとは、榎本児童や地域
の子どもたち、生涯学習、カラオケ部の皆さん方の
日頃の成果が舞台で発表され、沢山の拍手が鳴り響
きました。早朝から始まった当日の準備とそれまで
の段取り、そして撤収まで、先輩方への敬服の思い
でなされ、会場には終始和やかな時間が流れました。
この会に参加されなかった該当の皆さまへは、地域

のふれあい員さんや班長
さんが、様子を伺いに回
られるとのこと。お世話を
する側も、参加された皆
さんにも心に残る秋の日
になったことでしょう。

敬老慰安大会
会場  榎本小学校講堂

平成２８年 ９月１９日（月・祝）

また来年も変わりなく。

榎本地域の70歳以上の方は2551名、
103歳のご長寿、段野静江さんをはじ
め、百歳以上の方が8名になりました。

児童演奏

民謡踊り

フラガールズ

はい、笑って～ 町会受付

☆音楽で遊ぼう

☆手作り離乳食試食・試供品配布

☆プラバン　☆ゆらゆらビーズ

☆育児相談・体重、身長測定

　☆ピアノ演奏

★サンタ登場 ！ ！

１２.１３（火）１２.１３（火）

スモチルフェスタスモチルフェスタ
２０１６２０１６

９：３０～１２：３０ ９：３０～１２：３０ 会場☆榎本福祉会館会場☆榎本福祉会館

小さなお子さまと一緒に、ぜひお越し下さい !

サンタと
     あそぼう
サンタと
     あそぼう

※参加無料

スモールチルドレンとは‥
就学前の乳幼児のことです。

そして、８月か
ら作戦会議と
制作を重ねた
『エノモンズ』
鶴見緑地で賑

やかにデビュー！老若男女、エノモン
はどんどん増殖、たくさんの笑顔を繋
ぎました。パレード終了後もフロートの
横で写真撮影の親子連れがいっぱい。
「寝袋、靴下、
災害保存水、
ネックウォー
マー、浮き袋
（風 船）」をリ
ヤカーに積ん
で『防災榎本』
をしっかりア
ピールできた
でしょうか？

朝７時、前日に積み込んだ準備品に、
フロートや氷・食材などをプラスして鶴
見緑地へGO !１０時からの式典、パレー
ドは華やか！曇り空も、いつの間にか
真っ青な秋晴れに。緑地の広い通路も
大勢の参加者に溢れました。榎本ブー
スでは女性会のコロッケや、子ども会
のかき氷、PTA の飲料販売。美山や須
坂の販売協力、更に青福・青指・女性会・
民生・防犯、ライオンズ…と、鶴見区団

体としても
大々奮闘！
テーマ通り
の「笑顔の
橋」が架か
りました。

エノモンズエノモンズ

第42回 鶴見区民まつり
2016.9.11・鶴見緑地

大阪市鶴見区今津北1丁目11-32
TEL : 06-6242-0904
FAX : 06-6264-0926
問合せ（担当・蒲生）

ご存知ですか？

パル鶴見福祉センター
このセンターは

どなたでも利用できます
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

大阪市学校用品株式会社

〒537-0003

大阪市東成区神路 3-4-13

TEL　06-6971-9800

FAX　06-6971-3400

福引抽選会

前夜の豪雨。予報では
翌朝９時に雨は止む！と
いうことで、前日に運動
会開催は決定。ではさて、
何時に開会できるのか？朝イチからの
懸案はそれ。６時から電話確認、そし
て７時半に小学校に集合の役員委員に
よって開会時刻の打ち合わせ。『11 時
開会』広報車は８時から榎本各地域
を廻り、 時折小雨降る榎本小学校で雨
水のはけるのをじっと待つこと２時
間。グラウンドを知り尽くしたソフト
のメンバーの号令で９時半を待って、
一斉に吸水、砂埋め、地均しがスター
ト。 そして、改めて白線を引き直し、
10時半に開門。各町会の応援席設営が
始まりました。雨降って地固まる！
かくして、今年も盛大に開催！

2016年１０月９日(日)榎本小学校校庭

榎本連合

大運動会

パン食い競争

大玉ころがし

おめでとうございます！
優勝★13町会 (46点 ) 

準優勝★1町会＆19町会 (44点 ) 

ムカデ競争

選手宣誓！

重いグレーから始まった
この日の空は、 次第に真っ
白な雲を抱く晴天に変わ
り、やがて夕陽に染まり
ました。変更されても尚、
たくさんの種目にたくさ

んの参加者競技者を迎え、勝っても負けても笑いに
溢れるこの運動会は、何ヶ月もかけた打ち合わせや
機材点検、前日や早朝からの準備に努めたスタッフ
の安堵の想いと共にこの秋の日を輝かせました。

グラウンド整備

紅白玉入れ

背中借ります

綱引き

夜間巡視・通信段ボールハウス

夜間テント設営高所避難＆救助 閉会式

初期消火

アイマスク体験

平成２８年
１０月３０日(日)

午前９時３０分
訓練開始

榎本
まちなか
避難所開設
防災訓練

防災ネットワーク全体会

HUG（避難所運営ゲーム）

感謝。 渡邊敬一 隊長

バケツリレー

『更なる安心を目指して』 
  防災リーダー隊長 渡邊 敬一  

晴天下に開催した本年度の防災訓練。今回
は運営側の、それも隊長として頑張ることに
なりました。前日の夜間訓練では、無灯火で
のテント張り、地域巡回での無線送受信、寝
屋川水位確認等、学ぶことが多くありました。
当日は朝９：３０の災害警報サイレンを合図
に、それぞれの場面を設定した「まちなか」
での訓練が３つの町会で行われ、その他の町
会でも避難行動を開始。榎本小学校では対
策本部の設置と並行して、各イベントブース
（炊き出し・救護・可搬式ポンプ・簡易担架等）が

準備され、その手際のよさに驚きを覚えまし
た。災害時は、まず『自助』が基本。その上で『共
助』が必要になってきます。訓練とはそのた
めに有り、回数を重ねる毎に向上していかね
ばなりません。安心安全対策には限りがあり
ませんが、「榎本の防災体制は磐石である」
と言われるように今後共、力を合わせ頑張っ
てまいりましょう。最後になりましたが、消防
署や区の地域防災担当の皆さん、企業・事業
所を始め、汎愛高校や今津中学のボランティ
アの皆さん、そして地域役員の方々、こうし
た多くの協力で本年度の訓練を終えることが
出来ました。心より感謝いたします。

とっても可愛く、笑顔いっ
ぱいで頑張った榎本の子ど
もたち。初めてのハンドベ
ルも沢山練習して息もピッ
タリ！ダンスはみんな笑顔
でノリノリ♪そして「ハピ
ネス賞」を受賞！参加してくれた子どもたち、保護者
の皆さま、各町会役員の皆さま、文化祭にご尽力く
ださったすべての皆さま、ありがとうございました！

ENOMOTO♥24

第40回 鶴見区
子ども文化祭
2016.11.6（日）開催！
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