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企画イベント

雅っ鼓・めだか学童けん玉
ソーリャはなてん夢舞隊 chihaya
汎愛、鶴見商業のダンス & バンド
今津中吹奏楽部・フラダンス
☆

コーラス＊種 of 力
デキシーランドジャズ＊

大人気！

バザー
手作り小物
詳しくは、プログラム
（スタンプラリー台紙
付き・全戸配布）を
ご覧ください

【ふれあいまつり 2019】 号
発行所

2６日（日）

Vol.1５

榎本 5月

ふ

『ふれあいまつり』も１５回目を数え、
特に本年度は、令和のスタートを切る
晴れやかな行事となります。榎本地域
では、コミュニティ回収を始め、有償
ボランティア「おたすけ愛」
、大阪市委
託事業「児童いきいき放課後活動」
、
介護事業「みつるぎの里」など色々な
事業を展開しております。ふれあいを
大切に、
『住んでてよかった榎本』を
一緒に目指しましょ
書道展・手芸展
う！詳 細は、ふ れ あ
絵手紙展
い通信、ホームペー
榎本写真＆動画映写
ジ、
ＳＮＳなどで随時
みつるぎの里 見学・相談 福祉機器展・健康教室
困りごとや悩みごと、 パネル展示（子育てサロン
お知らせしています。
＊小雨決行＊
天候によって一部内容を
変更して開催いたします

令和元年

お茶処・綿菓子
カレー & コーヒーの店
イカ焼き・焼きそば
ポテトフライ・たません
ジュース、お茶・ミルクせん オープニングセレモニー９時半スタート
胡瓜の一本漬け・かき氷
榎本福祉会館
ポップコーン（京阪互助センター）
会館前駐車場・道路
新鮮野菜（コーセツ放出）
・金物販売 etc.
榎本南公園
介護のことなら
☆
南部地域包括支援センター なんでもご相談下さい。
あてもの・ヨーヨー・スマートボール
さわって何かな？・手作りおもちゃ
自転車・車両の乗り入れはお断りいたします。
ハンドケア＆ネイル
(オッペン化粧品)

午前１
０時～午後３時半

NPO 法人榎本地域活動協議会

君の笑顔が見たいから

第１５回 地域限定 無料講習会

ダンス

ジ ル バ お気軽にお電話下さい
ブルース ☎ 06-6962-3900

ザ ・ ゴールデンパレス大阪
火曜日 PM 1:00〜2:00

５月
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７月

２
９
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サンコー精機

イルカの会・夢舞隊）
健康相談（北田医院）
体力測定( “脱” メタボリック)
＊当日会場でボランティア
スタッフを募集！
受付で気軽にお声掛けください。

入塾生募集

株式会社

畑中商店
6961-4385

総合建設業

株式会社
6968-3063

すなみ
内科クリニック

6968-3951

6961-5043

４２５８－１１１４

阿遅速雄神社 ㈱岩間工板

oneA(ワンエー)
6962-7771
麺類一式 ・ 卸 ・ 小売

6961-3556

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東３丁目７番３号
営業部 TEL 06-6963-0766
FAX 06-6968-0079

放出東 3-19-10 （みゆき通り商店街）

６９６１−３４１６

ラ ・ ポート
はなてん
放出東 2-18-40
6964-4793

株式会社西岡
6 9 6 1 -4966

生鮮館

近江屋

訪問介護事業所

696１ - ４ ４ ２ １

美幸学院
大阪市鶴見区今津中２－５－９
０６－６９６９－７６３５

ブロッサム司法書士事務所
司法書士

重里正信

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東 3 丁目 21 番 40 号
ローレルコート放出 202 号

T EL ( 06) 6965-2313
FA X ( 06) 6965-2314

6967-0525
株式会社

カクイチ

津田物産
株式会社

麺’S しんちゃん
( 株 ) 沖製麵所
☎ 6961-3886

高校受験まで完全指導
対象学年：小１〜中３

中眞アルミニウム工業

中村建設工業㈱

株式会社

献血にご協力
よろしくお願いします

非鉄金属全般

株式会社

６９６２-０３７８

ＮＰＯ法人榎本地域活動協議会
理事長 山田重信
広報部会
大阪市鶴見区今津中 1-9-32
TEL 06-6963-0104
enomoto22@osaka.email.ne.jp

れあい
まつり

ふれあい
スタンプ
ラリー

スタンプラリー景品提供
三菱UFJ 銀行

100 年先の

外

展示・催し

ニューオーリンズ・レッドビーンズ 他

売店・ゲーム

弾き語り＊まるおかかずこ
吹奏楽＊鶴見区音楽団

ふれあい えのもと通信

Tsp

フラワープランニング

M's

e-MAIL tsp@vega.ocn.ne.jp

エムズ

6965-8783

第１振興町会
第２振興町会
0120-0-49560
第３振興町会
トータル・サポート・プランナー 第４振興町会
第５振興町会
株式会社
第６振興町会
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南 1-6-19-205 第７振興町会
大阪営業所 TEL 06-6969-8989 FAX 06-6969-8987

月
毎月曜 定休・月２回火曜
不定期休
〒538-0044 大阪市鶴見区放出東 3-19-7
TEL-FAX 06-7172-9793

第８振興町会
第１１振興町会
第１２振興町会
第１３振興町会
第１４振興町会
第１５振興町会
第１６振興町会

第１７振興町会
榎本広報部より 広告募集！！
第１８振興町会
ふれあい通信に広告を掲載しませんか？
第２０振興町会 季刊誌年間４回発行。各 8000 部をカラー印刷
第２１振興町会
榎本全域に配布。WEB 掲載。ひと枠 5000円。
第２２振興町会
http://www.egao-ageruyo.com
https://www.facebook.com/enomoto22
☆榎本の情報満載☆
『榎本地域‥』
『えがおえのもと』で検索！

シャトー富士管理組合

やりまっせ ! やってまっせ ! やりましてん！えのもと広報
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【ふれあいまつり 2019】 号

楽しく前向きに生きていこう

昭和５１年 榎本高年クラブ楠会 を結成しましたが、
発展的に解消し、 老人クラブとして組織され、
平成１４年 「楽生会 と改称。
以来、 第１ ・ 第２ ・ 第３ ・ 第４の連合の
『榎本連合楽生会 として、 今日に至っています。
内容は４つの部会を作り、
（カラオケ ・ 健康体操 ・ グランドゴルフ）
前２部会は週１回福祉会館で行い、
グランドゴルフはコミュニティ広場で練習をしています。
年間行事として 歩こう会
菖蒲、 紅葉、 梅の花に誘われての行楽会等
会の名の通り 楽しく前向きに生きていこう と頑張っています。

子ども ・ 高齢者 ・ 障がい者の方
生活資金、 福祉関係等の
相談を受けています。
主任児童委員は、 学校 ・ 地域の
パイプ役を担っています。
「子育てサロン」 「愛 Love こどもフェスタ」
などの活動をしています。

また、 月１回、 ４つの会の役員が集まって、
区連合老人会 ・ 地域団体からの連絡や
榎本独自の行事を疎漏のないよう審議して実施しています。

民生児童委員は
厚生労働大臣より委嘱され
守秘義務を持ち
活動を行っています。
なんでも気軽に相談して下さい。

平成１７年より 子どもみまもり隊 を組織して
週１回木曜日安全な下校を目指して１２箇所に立ち、
子どもに声を掛けています。
６０歳以上で榎本校区に居住される方は入会できます。

榎本女性会
ええまちつくろう！
いっしょにやりまひょ
自分たちのまちはじぶんたちでつくる
そんなまちづくりの担い手は
みんな 「笑顔」
榎本小学校下22振興町会で構成。
地域活動の
中心的な役割を担っています。
ご近所のたすけあいは
これからも大切です。
振興町会はその要となっています。

① 地域の実態把握
（アンテナ役）

地域における青少年の健全育成活動と
非行防止活動を推進

地域のお役に立てたら
『いいなぁー』 と思っています。

青少年指導員は、
青色パトロール

地域の青少年団体 ・ グループ活動の

⑤ 情報発信

５つの役割

盆踊り

組織化を推進するとともに、

縁日もいっぱい出店
福祉委員総掛かり

必要に応じて助言 ・
指導などを行っています。

ふれあいまつり
第１回より
子ども向け縁日出店

また、 区役所をはじめ、

野外映画鑑賞『星空劇場』
盆踊り１週間前の日曜
場内安全に協力

敬老慰安大会
会場設営撤収
用具運搬のお手伝い

非行防止のための巡回など、

夏祭り神輿巡行
約 20 年間太鼓を
叩いています

鶴見区民まつり
区の福祉委員で模擬店出店
焼きそばの味は《プロ級》

運動会
設営撤収、場内誘導
榎本幼稚園では
場内安全に協力

鶴見区青少年福祉委員の
最大イベント

『新春リレージョギング大会』
毎年１月第 3 日曜日開催
（Ｈ11 年より）
コースポイント・審判・うどん担当他
榎本委員も総動員

年末のお餅つき他
いろんな行事に
笑顔で仲良く楽しく
榎本福祉委員は参加しています。

『児童生徒・写生大会』
榎本からも 25 名が参加
（Ｈ29 年度）

小規模多機能型居宅介護

④ 助けあい、
支えあいの
輪づくり

学校、 地域関係機関 ・ 団体などと
密接な連携を図りながら、
さまざまな活動を行っています。
◆ 地域のふれあいまつりや
盆踊り、運動会の他、
鶴見区のイベントでも
重要な役割を担っています

② 支援を要する
住民の援助と
関係機関への
パイプ役

《グループ活動》

③ 地域の福祉課題を
話し合う場を作る
（ネットワーク会議の開催）

● 手芸サークル
第２・４週（木）13時〜
● 思い出サロン
第１・２・４週（水）14 時〜
● 絵てがみ講座
第３週（水）13時 30 分〜
● カーリンコン
第２・４週（月）13時 30 分より：榎本福祉会館
毎週水曜
10 時〜15時：パルコープ鶴見
● 子育ておしゃべり会 第1週（火）10 時より

詳細・申込み ネットワーク事務局 TEL 06-6965-2123

榎本防犯委員会
鶴見防犯協会榎本支部

22 名の部長からなる私たち女性会は
地域の様々な場面で
活躍しています！
〈月例行事〉
★食事サービス（第 3 木曜）
★ふれあい喫茶（第 3日曜）

各町会長の推薦によって任命
榎本連合２２町会の
６０余名の防犯委員で構成
青色パトロール隊員としても
協力しています。

〈慣例行事〉
ふれあいまつり★カレー、コーヒー店・バザー
盆踊り★踊り練習・実演、接客
区民まつり★コロッケ・おにぎり
敬老慰安大会★受付・バス添乗・民謡踊り
運動会★飲み物販売
避難訓練★炊き出し

ふれあいまつり
盆踊り・連合運動会などの
地域行事や神社の祭り
区民まつりなどの区の行事

防犯委員の指示に
ご協力を！

歳末夜警などの活動を
行っています。

〈レディス隊〉メンバー５名
鶴見警察と共に…
★ひったくり防止
★火災防止
区役所正面玄関の
花壇も作っています

榎本子ども会

の、 モットーは
家庭、 お仕事を大切に
残る時間があれば、 少しでも

実証者証の１号・２号は
福祉委員です

皆さんが事故に遭わない様に！

あらゆる行事で奮闘中！

榎本
民生・児童委員協議会

外

榎本小学校ＰＴＡ
子どもたちと小学校を応援 ・
サポートしています

《子ども会の活動内容》
★社会活動
公園清掃・交通安全などへの取り組み
★スポーツ・レクレーション活動
キックベースボール・ソフトボール
ラジオ体操・お餅つき大会 など
★文化活動
鶴見区子ども文化祭への出場
（毎年 11 月第１日曜日に開催）

ＰＴＡ活動
愛ガード活動
会員向け研修会

学校協力
小学校運動会協賛

区 ・ 市 PTA 協議会
研修 ・ 行事参加

学校図書協力
四校園連絡協議会
ふれあいまつり ・
盆踊り出店
連合運動会協力
敬老慰安会協力
区民まつり協力
まちなか防災訓練協力

その他行事協力

地域協力

子ども会活動への積極的な
ご参加をお待ちしています！

音楽で元気になろう！

榎本地域

ファミリースマイル

うたひろば
老いても
地域で暮らし続ける

《コミュニティ音楽療法》

すぐ手の届くところに生の本格的音楽を ！

始まりのコミュニケーション
季節の歌 お誕生日お祝い
音楽を使った身体ほぐし
お手玉 タオル うちわを使った軽い体操
懐かしい歌 唱歌 民謡など
ミュージックベル ・ トーン ・ チャイム
ウクレレ ・ 打楽器などの合奏

はなてん
音楽サロン
since 2006
クラシック、 ジャズ、 J-POP、 ロック、 フォーク

介護が必要になっても

歌謡曲、 民謡、 童謡、 懐メロ

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

寄席には、 有名落語家が毎回出演。

２４時間３６５日の安心を
提供します。

はなてん音楽サロンは

『ふるさと榎本』 の実現

♪ 榎本福祉会館にて
♪ 毎月第３木曜日（高齢者食事サービス終了後）
但し、３月のみ第１木曜日 ８月は休み
♪ 午後１時２０分～２時４０分

※祝日は開催がありません。会館の都合により中止になることがあります。

※ 第２火曜日のみ、保健師さんによる育児相談、
身体測定があります。

場所

榎本福祉会館

メンバーは性別、年齢、障害の有無などの
枠を超えて集まっています。

榎本福祉会館

お問い合わせ

ネットワーク委員会障がい児者支援事業の一環として
2006 年に発足したソーランチーム！

内容 自由遊び・交流

☎ 6965-2123

私たち
「男の台所」のメンバーは、
現在９名です。

地域のイベントや大阪メチャハピー祭などに参加。
2010 年からはボランティア団体として
出張演舞等の活動にも力を入れています。

これは、
よく聞く言葉です。
私たち部員全員、
そう自覚しながら
毎月２回、
楽しく開催しています。
只今、
部員大募集中ですので、
一度是非お越し下さい。
皆さん、
一度来られると、
また来られます。
きっと満足して頂けると思っています。
心よりお待ちしております。

また、
５月のふれあいまつり、
８月の盆踊りにも出店し
皆さんに喜んで頂いております。
作ること、
食べること、
そして
喜んで食べてもらうこと‥本当に楽しいですよ。
活動日時：第 ２・４ 土曜日 午前１
１時～
(榎本小学校家庭科室)
連絡先：榎本ネットワーク委員会
06-6965-2123
男の台所 武田＊06-6967-3825
村山＊06-6961-6904

笑顔と元気とハッピーがいっぱいのチームです。
練習日: 毎週火曜日１９：３０～
（子ども子育てプラザ）
連絡先
榎本社会福祉協議会／榎本民生児童委員会

榎本ネットワーク委員会 ６９６５－２１
２３

どなたでもご参加できます！ぜひ一緒に楽しく踊りましょう！

ボランティア協力「イルカの会」

榎本地域では、多彩な団体や委
員会がそれぞれの活動を展開し
ています。そして会社やお店や
事業所、ダンスや音楽、身近な
サークルやクラブも気軽に参加
できる楽しさがあります。そこで
は、あなたの得意を役立てたり、
まちの優しさに触れることができ
ます。そんな活動がタテにヨコに
繋がって、
100 年後の榎本地域は、
世代を越えて、支えあい見守りあ
い、一人一人が認めあえる、そん
な場所になると信じています。
“100 年先の君の笑顔を見たいから”
NPO 法人榎本地域活動協議会スローガン

スポーツの季節！

♥ 人と人が出会い交流する
催しなどを開催

ソフトバレーボール

榎本ウェンズディ
活動内容

日にち＊毎 週 水 曜 日
時 間 ＊PM7:00 ～ 9:00

まずは、見学に
お越し下さい

場 所 ＊榎本小学校 講堂
会 費 ＊無料（別途保険必要）
☆花博ＣＵＰや交流会にも参戦！

榎本体育厚生協会・榎本スポーツ推進委員協議会
担当：石田 090-4303-2305

フラダンス
第 ２・４（土）
１０：３０〜

無料。 ただし、 災害補償制度費用として
児童 1人あたり年額 500 円が必要。
平日 （月〜金） 19 時まで。 有料。

民踊
第 ２・４（土）
１４：００〜

真美健康体操
第 ３（土）
１６：００〜

不定期開催講座
年３回
工作・手芸・体験など
チラシでお知らせ！

5 校交流会・タグラグビー

ビーズ
第 １（土）
１０：００〜

社会福祉法人

日本ライトハウス
書道
第 １（土）
１４：３０〜

わたしたち日本ライトハウスは、
５０年以上前から
この地域で活動しています。

手話
第 １・３（水）
１９：００〜

お風呂屋さん・喫茶店・スーパー・居酒屋さんなど
地域の様々な場面で
視覚に障害のある利用者さんたちが、
大勢の地域住民の皆さんと

ありがとう

お問い合わせ先
榎本小学校

すてきなコミュニケーションを育み
誰もが暮らしやすい地域の創造に向けて

06-6961-0461

協働していきましょう。

榎本小学校 多目的室にて

since 2009

SNS 発信
Twitter
Facebook
LINE＠
ブログ etc.

榎本の「えの」
、榎の木の「えの」
レストランの「れすと」
、休息の「れすと」
「らん」はネットワーク
榎本の 子どもやおとな が集まって
温かな食事と温かなおしゃべり
そして、ほっとひと息つける場所
みんな、みんなつながって。

えのはなれすと×らん 実行委員会

●利 用 料

地域の子どもを地域ではぐくむ

放出の「はな」
、色とりどりに咲く花の「はな」

えのはなれすと × らん

平日の放課後、 土曜日、
長期休業日 ( 夏休み ・ 冬休み ・ 春休み )

学校・家庭・地域が一体となって子育て・教育に取り組む
教育コミュニティづくりが重要になっています。

広報誌発行
イベント・活動
ホームページ
リーフレット
の取 材
作成
ポスター
告知・報告
更新・管理
フライヤー制作

一緒に楽しみましょう！

●開 設 日

● 活動時間延長

広報部会

えのはな

榎本・今津・茨田南・茨田北・茨田
５つの校区に居住する全ての小学生が参加登録できます。

♥ 子育て・教育の情報を
地域で共有するための情報収集と発信

えのもと

年齢性別不問
未経験者大歓迎！

大募集！

家庭

♥ 学校と地域をつなぎ
学校に地域の力を導入

“美味しいものを作り、
食べることは人生の楽しみの一つである”

毎月 第２、４火曜日 10時～12時

対象 ０歳～就学前の子どもと親 （マタニティママもね！）

2017 年 3 月には
50th Anniversary Concert を開催しました。

地域が参加する地域の子育てを
皆さんと一緒に考え、 実践しています。

♥ 学校・家庭地域の情報
意見交換の場作り

榎本 生涯学習ルーム

地域の友だちをつくりませんか？

愉しい時間を皆さんにお届けします。

集
大募
部員

chihaya
chihaya

みんなで遊んだり、
おしゃべりしたり、
親子で楽しく過ごす広場です。

日時

etc.

広いジャンルでのコンサートを随時開催。

学校
ＰＴＡ

はぐくみ
ネット

やりまっせ！
やってまっせ！
やりましてん！

ふれあい
えのもと通信

広報部会より
＊ 榎本では、イベントの写真・
ビデオなどを撮影、後日、ふれ
あい通信やホームページなどで
公開する場合があります。同意
いただけない場合はどうぞ、お
声掛けください。皆さまのご協
力、よろしくお願いいたします。
＊また、榎本のイベントや、日々を
<#enomoto> をつけて
Facebook や Twitter、Instagram
に投稿をお願いしています。

※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！

榎本の素敵や笑顔を
共有しましょう。

