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秋〜冬の行事予定

【中止】榎本連合大運動会
避難所開設防災訓練
※防災講演会は企画中
【保留・検討】はなてん音楽サロン
スモチルフェスタ・星空劇場
もちつき大会 など
【確認 ( 寺・神社）
】灯籠祭り

◆学びと発見

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。

2020.7-8 月の回収量は
40.82 t でした。
ご協力ありがとうございます。

高校・職場と生涯片町線と深い繋がりのある大森さん。
「松井駅長が地域と関わってくれるようになってもっと
身近に感じられるようになった」と、今回の聞き手を︕

◆放出駅一同、地域の皆さまと一緒に

インフラ企業として
どんな状況において
◆わがまちの玄関。放出駅
も 生 活 の 足 を 守り、
ＪＲ発足時には四条畷駅の管轄下にあり平
安全に運行すること
成 20 年 3 月おおさか東線放出〜久宝寺駅間
を何より優先。少し
が開業、放出駅管区として四条畷駅から別れ
でも安心な利用のた
て発足しました。その初代駅長から数えて私
めにと券売機や改札
で四代目。現在は鴫野駅、徳庵駅とおおさか
機などの小まめな消
東線七駅を含め十駅を管轄しております。
松井駅長と
毒や待合室の換気方
第９町会長・大森さん
◆現代に「放出街道」が蘇る！
法の工夫で、感染防
放出駅東側にある踏切は「放出街道踏切」
。 止にも努めております。また、放出駅は目の
この地は古来より摂津と河内を結ぶ放出街 不自由なお客様が多く利用され、駅員によ
道の拠点であったと聞きます。昨年 3 月に る精一杯のサポートとともに、地域の皆さま
おおさか東線が全線開業し、新大阪まで繋 による見守りなどのご協力が大きな力にな
がりましたが、まさしく鉄道における放出街 ります。引き続きよろしくお願いいたします。

まだまだ暑い日が
連載・健康コラム㉔
続 き、コ ロ ナ 対 策、 『コロナ禍での新たな発見』
熱中症対策と気の抜
北田医院 副院長・加藤茉里
けない毎日が過ぎて
おります。今年は帰省も出来ず、孫の顔も見られなかった方も
多いのではないでしょうか。
さて、平成 30 年より全国各市区町村にオレンジチームといっ
て、早期に認知症を発見し、適切なケアへ繋げていくという支
援チームが発足されました。私も鶴見区オレンジチーム（つる
りっぷオレンジチーム）のチーム員医師として在籍しておりま
す。今年度、緊急事態宣言もあり、支援数は例年より減ってお
ります。しかし、コロナ禍で意外な発見がありました。それは、
息子さんが在宅ワークになり、直接相談に来られるケースが増
えたことです。また、仕事が休みで動ける間にということで迅
速に支援へ結びついたケースがありました。
よく「息子は無関心だから、、
」と聞きます
が、決してそうではない！今までは見えて
こなかったニーズが明かになり、まだまだ
支援の方法があると確信しました。

防災コラム⑫ 「鶴見区高齢者防火サポーター制度」を
始めました！

近年、住宅火災による死者数の
うち高齢者が全体の８割以上を占
めています。このような状況から、
鶴見消防署では「鶴見区高齢者防
火サポーター制度」を８月１日よ
り始めました。この制度は、ご協
力いただける事業所及び団体を、
「高齢者防火サポーター」と位置 鶴見消防署 地域担当司令
づけ、高齢者を火災などの災害か
上野 正人
ら守る取り組みです。サポーター
に登録された事業所等の皆さまには、
高齢者に対して「火
の用心」のお声がけや、防火パンフレット配布、防火ポ
スター掲出などを行っていただきます。鶴見消防署では、
ご協力いただける事業所や団体を募集しております。
また、
大阪市消防局では、
9 月 17 日
（木）
から 1 週間を
「高
齢者防火推進週間」として定め、高齢者の皆さんが火災
による被害に遭うことがないよう、高齢者福祉施設等に
◆ つるりっぷオレンジチーム 06−6913−9595
おける防火管理体制の強化を指導したり、
「住宅用火災
月〜金 ９時〜17 時 30 分 ( 鶴見区地域包括支援センター )
警報器」の維持管理や「防炎寝具」の使用等
☆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協力いただきました！ を啓発するなど様々な活動を実施しています。
〒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/

「鶴見区高齢者防火サポーター」にご登録ください！
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〒538-0042 大阪市鶴見区今津中1-9-32

いきいき活動報告！

『風鈴を作ろう』榎本小
2020.8.21（金）

みつるぎの里
日々の便り
小規模多機能型居宅介護

〈榎本福祉会館 2 階〉

◇基本理念◇
あなたらしく生きる
ために共に生きる
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！

日陰を選んで、ぼちぼち行きましょか

コロナ禍や猛暑で季節の行事
や外出もままならい日々‥そ
れでも楽しく暮らしたい！

ＮＰＯ法人榎本地域活動協議会
理事長 山田重信
広報部会
http://www.egao-ageruyo.com/

ペットボトル循環プログラム

いてくれると嬉しいで
すね。壁面も子どもた
ちが 手 伝ってくれま
見て！みて〜！ す。
」ペープサート（紙
人形劇）もお得意な齋
藤先生は独学でその
センスを発揮。
「他に
も多才な先生がいっ
ぱいおられるのよ」と野口先生。時には
注意の声も高くなる指導室、でも「先生、
目は怒ってなかったやん」と子どもたち
はお見通し。
「酷暑とコ 立体的な壁面装飾
ロナの夏、涼し気な風
鈴と子どもたちの元気
で乗り越えねば」と。

齋藤 雅子さん

編集・発行

TEL：06-6963-0104 FAX：06-6185-1199 Mail：enomoto22@osaka.email.ne.jp

この日大阪市では 38.6℃を記録。熱中症
指数は連日「危険」
。外遊びが出来ない活
動室のお楽しみは手作りおもちゃ。2 年
生以上の児童、43 名が風鈴作りに挑戦︕

低学年の小さな手に
収まる可愛い形、金の
鈴はチリリンと優しい
音。集 中 力 の 途 切 れ
ない 1 時間程で仕上
がるように、指導員の
皆さんの準備は大変！
ひとり一人にセットさ 集中力発揮！
れた 8 枚の細い短冊が丸い形に整って
いく内、様々に想像が膨らんで‥「王冠
みたい」
「りんご飴〜」
「クラゲや！」
「ド
ラえもん」
。どうしたら丸くなるん？と見
せてくれたちょっぴり歪んだ風鈴も個性
的で素敵。指導の齋藤先生は、活動室の
壁面装飾にも毎月趣向を凝らし、コロナ
禍で外出もままならない児童の目と心を
楽しませます。
「長期休暇中に 1 度は皆
んなでおもちゃを作ります。今回 1 年生
は『いないいないばぁ』を。どんなのが
いいか子どもたちの笑顔を想像し、考え
るのが楽しみ。先生、今度はなに？と聞

2020 年（令和２年）9 月 26 日

大阪市立高 PTA 協議会事
務局勤務の後、いきいき
の指導員に。お住いの地
域では民生委員も担われ、
榎本いきいき着任前から
野口指導員とは様々な活
動を共にされてきました。

今年５月から始まったペットボトル回収事業、
榎本では毎月平均３㌧が回収され、47,080 円
(５月から７月)を地域が受け取った。
キャップ

生活ゴミの処理が行政の仕
容器包装
事であることは変わらない
プラスチック
が、分ければ資源になる。技
術的には国産ペットボトルは
100％リサイクルできる。循
ラベル
環するために行政は、飲 料
メーカー ( 大阪市はサントリー）を動かし、
市民の協力を得て実現することになった。
少し薄く、柔らかいペットボトル飲料を手
にしたら、それが再生ペットボトルである。
さっと
水洗い

ご協力
ありがとう コミュニティ資源回収
ございます『混ぜればごみ、
分ければ資源』

ふ

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。
道の開通であり、念願の南北大阪の架け橋
えのもと
私の好きなトコ
の完成となりました。放出駅ご利用のお客
産業編 Vol.24
様は、開業後３割以上も増加しています。

大森町会長をはじめ地域活動協議会、商店
街の皆さんと計画時から打ち合わせを重ね、
昨年は「つなげ放出」おおさか東線全線開業
イベントを盛大に開催。
『顔の見える繋がり』
※高齢者食事サービス・子育てサロンは当
の大事さを学びました。
駅社員にとってもこ
『誰もが住みよい街、
魅力ある街づくりに一役』
面の間休止、再開は順次お知らせします。
の新たな発見は、その後の仕事のやりがいに
※防災ネットワークの一環として、要援護者
放出駅長 松井広信さん
登録、救急カプセルの設置・更新を町会長、
繋がっています。今後も地域の活動に積極的
JR 放出駅・松井駅長にお聞きしました︕
つなげ隊を中心に進めています。
参加させていただきたいと考えております。
◎会館は規定を遵守し、使用可能。

第３９号

コロナ禍で住民説明会を開催できず動き
出したこの事業に、地域の皆さまのご理解・
ご協力をいただきありがとうございます。

40の風鈴がチリリン！

自分の目で、自分の手で。〈外出介助〉2020.8.26
必需品は全て娘さんがしっかり揃えてくだ
さっているのですが、やっぱり自分で見て欲
しい物を選びたい！ですよね〜女ですもん。
ということで、ご自宅から５分ほどのスーパー
へ、お喋りしながらやってきました。季節の
野菜や果物、嗜好品を品定め。いつもここら
へんに並んでるねんけどな‥ゆっくりと通路
を散策。商品棚へ手を伸ばし、自動支払機に
戸惑うこともなく、20 分余りの外出は一度も
休まず無事帰着。帰ってからはアルバムを見
せてくださって娘さんやお孫さんのお話を。
ここでひとり暮らしを始めて、寂しいことも
あるけど、明日はそっち ( みつるぎの里 ) 行く
からね、と。カレンダーにもしっかり通所日
が赤丸で記されていました。「みんな、ええ人
ばっかりや」にこやかな笑顔に感謝です。

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。

豆とこんぶの
炊いたやつは‥と？

小銭、あるかな‥

明日は迎えに来てな

みつるぎの里介護の３本柱は「通所・宿泊・訪問」
この日は「訪問」から外出介助でお買い物。
いつまでも「あなたらしい暮らし」をお手伝い。

やりまっせ ! やってまっせ ! やりましてん！えのもと広報

