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2019.12～2020.2月の回収量は
69.3 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：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

新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、榎本地域または
大阪市、鶴見区主催イベントは
当面、中止・延期となりました。
榎本地域の延期日程、再開等につ
きましては、追ってお知らせします。
   ※ただし、会議・委員会は開催。
　　えのはなれすと×らん、
　　みつるぎの里サロン 休止。
　☆ 5/31　ふれあいまつり
※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

春の行事予定

信頼関係を築く
阪神淡路大震災から 25 年が
経ち、その間、東日本大震災、
熊本地震など大災害が相次ぎ
ました。また、地域防災リーダー
は阪神淡路大震災の翌年に結
成され、まもなく 25 年が経過
しようとしています。現在では
「自分の町は自分で守る」を合
言葉に防災意識、防災技術が
浸透し大変意識の高い自主防
災組織が確立されています。
そのような中で、南海トラフ地震などが今後発生すると危
惧され益々、自主防災組織の震災時の基本行動が重要なこ
とになります。一方、日頃から積極的に隣近所の方々や地
域の方々と挨拶を交わし、地域の行事やいろいろな活動に
参加して交流を図ることも重要な要因であります。阪神淡
路大震災では、生き埋めになり救助された人の98 ％が自助、
共助で助けられました。公的機関によって生存したまま救
助された人は、わずか1.7 ％という記録が残っています。
「近隣で助け合える信頼関係を築いておくことが大切」

福川司令は繰り返し提言された。

「大切なこと」
鶴見消防署 地域担当司令 

福川 久美夫

防災コラム⑩

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。

わが榎本地
域は、人口約 16,000 人、22 の町会と
女性会、楽生会、民生児童委員会を始
めとする多くの団体や委員会で構成、
年間を通して、ふれあいまつり、盆踊
り、運動会などの大きなイベントや防
災・防犯の活動を行い、古紙を中心と
する資源回収にも取り組んでおります。本年よりペットボ
トル回収を加え、環境問題にも更に力を入れる予定です。
鶴見区 5 校区での児童いきいき放課後活動や小規模多
機能型居宅介護「みつるぎの里」の事業を展開している
中、大阪市の児童相談所の開設が 8 年後に予定され、昨
年末より説明会が度々開催されております。このように、
榎本地域は社会の情勢に対応しながら、地域活動協議会
としての活動を本年も円滑に進めていく所存でございま
す。4 年目を迎える「みつるぎの里」は、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、皆さま
の今まで以上の援助とご支援をお願いしたいと思いま
す。3 月にはおおさか東線全線開通 1周年イベント ( ウィ
ルス感染予防措置のため中止）の計画も持ち上がり、放出駅
前の商店街の活性化に繋がることを願っております。
このように榎本の多くの事業に日々ご協力くださる皆
さまに心より感謝し、新年のご挨拶といたします。

令和二年 

新年互礼会
2020.1.11

鶴見区の
福祉地域のひとつに
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いきいき活動報告！
榎本小指導員研修会
2020.2.12（水）

榎本小いきいき指導員を対象に
「自閉症スペクトラム障害（ASD）」
「学習障害（LD）」「注意欠陥多動性
障害 (ADHD)」の概念と支援の方
法についての研修会を開催した。
講師の辻本先生は、アセスメン
ト（当該児童をよく知ること）、保
護者と情報を共有しやすい関係
づくり、そして表現や指示の明確
化が大事であることを強調され
た。日常生活や社会生活がしにく
い児童には「何をして欲しいか」
明確に表現し、簡潔に結論を言う。
以下は、レジメからの抜粋。もち
ろん健常な子どもたちにも有効。

例）今日は外遊びができます。
この前遊んではいけない遊具で
遊んでいる人がいました。⬅（あま
り聞いていない）今日は止めてく
ださい⬅（もっと聞いていない）
では外遊びに行きたい人は水筒
と帽子を持って〇〇先生のところ
へ並んでください。⇒【大切なこ
と、聞いて欲しいことは最初に言う。
できるだけ他の文をはさまずに結
論から。】

ときに厳しく
ときに優しい！
榎本小いきいき
チーフ指導員
辻本廣ノ進先生

『個性としての発達障害』
自立した社会生活が
できるように

友人関係や生活に課題の生じやすい学齢期の子どもたち、
この時期をうまく乗り越えさせられる支援を目標に掲げる。

榎本小いきいき活動室での研修の様子

小規模多機能型居宅介護

〈榎本福祉会館 2 階〉

通所・宿泊・訪問
お一人ひとりに合わせた
介護サービスを提供します
ご見学は随時どうぞ。
お問合せ＊06-6955-9044
☆利用者増に伴い

介護スタッフ募集中！

◇基本理念◇
あなたらしく生きる
ために共に生きる

一般参加大歓迎！まずはお問い合わせを。

お気軽にご参加くださいお気軽にご参加ください

＊音楽療法＊
〈日時〉第１火曜日
　　  14:00～15:00
〈ボランティア講師〉
　うたひろばスタッフ

＊懐メロ体操＊
〈日時〉不定期
〈ボランティア講師〉
　鍼灸師・村田真さん

身体を動かす。
音楽を聴く。

そして演奏したり   
歌ったり。

＊笑いヨガ＊
〈日時〉第３月曜日
　　　14:00～15:00
〈ボランティア講師〉
　　　梶山洋子さん

みつるぎの里で

楽しい時間をご一緒に

みつるぎの里のレクレーションは盛り沢山！

2/9のプログラムは
「笑いヨガ」。身体
を動かしたり、ゲー
ムをしたり。その
日の参加者に合わ
せて進行。身も心
もホッカホカ。
そしてみんな笑顔。

毎月第２日曜日
朝10:00~12:00
レクレーション
+情報交換

みつるぎの里サロン開催中！

みつるぎの里便り

みんなで交流して
気持ちをリフレッシュしよう！

当日はケアマネ・看護師も参加します。
介護保険に関すること・健康相談など
気になることがございましたら、どな
たでもお気軽にお越しください。

参加費無料
榎本福祉会館 
エレベーターで
2 階へ

〒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” 2025 年に
は 5 人に 1 人の時代
がすぐそこに到来し
ています。おそらく
皆さんの身の回りにも認知症の方の話を聞くことが
あると思います。認知症だけにはなりたくない！そう思う方もい
るかもしれません。しかし、これからの時代、どう向き合ってい
くのかを考えてはどうでしょうか。
外来には認知症の方の多くは家族の方と一緒に来られます。そこ
でどうでしょう、付き添いの方がニコニコ様子を伝えます。認知症
の方もニコニコ、経過良好です。一方ですごい剣幕、ありとあらゆ
る失敗談を話される付き添い者、認知症の方はどこか不安で表情
が乏しい様子です。つまり、接し方、接する側の認知症に対する理
解で認知症の方の症状は大きく変わることがあります。認知症の方
はもの忘れがあってもこころは同じです。そし
てもの忘れは自覚がなく、自分では何にも困っ
てなんかいません。わからないものを叱られた
ら誰でも腹が立ちますよね？認知症の方は表情
を読み取るのがとても上手です。皆さん、笑顔
はとても大切です。笑顔で支え合えるよう、地
域ワンチームでこの時代を乗り越えたいですね。

連載・健康コラム㉒
最近、笑っていますか？

北田医院 副院長・加藤茉里

脳神経内科医で認知症や脳梗塞等の診療を得意とする加藤先生にご登場頂きました。

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。

まだ鶴見が城東区から分区さ
れる前の 1962 年、合成樹脂成
形の工場がこの地に建った。
1951 年、京都の硝子瓶販売
から始まった事業はプラス
チック成形へと大きな展開を
みせ、大阪工場は最も清浄な環境が求めら
れる電子材、医薬品や化粧品などの包装容
器の専門工場となる。『顧客のために存在
し、社員と共に発展繁栄する』を経営理念
として掲げ、行動指針は毎朝礼で唱和され
る。「チャレンジ精神・個性の発揮・継続
的改善・報連相・小積成大」。優れた製品
作りは全社員の成長と幸福に繋がる。ロ
ボットを導入し、夜間の完全無人生産体制
もいち早く実現した。『安心で安全な製品

製造』のみならず、『人』への思いやりが
大切にされる。また年６回の地域清掃活動
は、緑のジャンパーが榎本地域を巡り、地
域に根づいた企業を感じさせる。
今後、開発される容器について製造課の吉
岡課長に伺ってみた。「自然に帰るプラス
チック容器」。環境問題への想いは壮大だ。
大阪工場には約 120 名が働いており、約

半数が女性。現工
場の西側では新工
場の工事が進む。

原材料から一貫して外気に触れず、更に高
度なロボットや検査システムを導入、製造
技術と生産効率のアップを目指している。
底に『KY』のマークがあれば近畿容器
の製品だ。普段の生活の中でプラスチック

容器をそっと
裏返してみた
くなった。

えのもと
私の好きなトコ
産業編 Vol22

吉岡課長と森田町会長（大阪工場玄関ホールにて）

『KY マークは高品質の証』
近畿容器株式会社

大阪工場（今津北１丁目）

成形フロア
箱詰めロボット

地域清掃活動

取材協力：
生産部製造課 
課長 吉岡省吾 さん

※前号 Vol.21 において印刷時レイアウトのズレにより末文が表示しきれませんでした。ここにお詫びいたします。


