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新年あけましておめでとうございます
千里新田地区まちづくり協議会
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千里新田地区の皆様におかれましては爽やかなお正月をお迎えの事とお慶び申し上げます。
昨年３月に会長職を辞する予定でおりましたが、もう１期２年間、誠心誠意頑張らせて頂き
ますので皆様方のご支援ご協力をお願い致します。今年はまち協も任意団体でなく法人格を
持った協議会に格上げをしたいなーと思っております。そうです、ＮＰＯの資格を有する協議会です。
ＮＰＯにするには会員の皆様と研修会を開き、会員個々のご意見を聞きながら、立ち上げ
てまいります。ＮＰＯが立ち上がれば主目的である誰もが、安心して住めるまちづくりが
より一層進めることが出来るような気がいたします。新年早々こんな夢みたいなことを
考えております。これが成就すれば吹田市初のＮＰＯ千里新田地区まちづくり協議会
になります。さあー今年も皆様方と一緒にがんばるぞー。
第９回 千新地区

吹田市・吹田市自治会連合協議会

日 時：１月２８日（土） 9:00～11:00
場 所：千里新田小学校

地震発生！・・・そのときあなたは！
★ 日 時： 月

日（日）

午前 時

分～

時

分

★ 想 定：午前９時３０分
まず、身を守る・素早く火の始末・避難口の確保
■ ９時４０分・・・各自治会で決めた一時避難地へ
※ 連合自治会員以外の方は、千里新田小学校校庭で登録
して下さい。（安否確認訓練）
【あなたの一時避難地】
のぼりを目印に自治会の指示に従って下さい
*单千里第２コーポラス・・・・・コーポラス西側松林
*单千里グリーンハイツ・・・・・单千里みどり遊園
*千里山西６丁目・・・・・・・・つみき遊園
*春日町・・・・・・・・・・・・春日会館
*サンヴェール千里緑地公園・・・春日遊園
*レジオンスクエア緑地公園・・・春日わんぱく公園
*緑地公園プライムハイツ・・・・春日单遊園
*緑地公園グランドハイツ・・・・春日東遊園
*千新竹園１丁目・・・・・・・・千里新田小学校
*アンビエント千里山西・・・・・千里新田小学校

１０月１０日（体育の日）に、千里新田小学校の
運動場で開催されました「千里新田地区市民体育
祭」は、晴天の中、熱戦が
繰り広げられました。
今年は３年ぶりに
「Ｄブロック」が
優勝しました。

持ち物：給食かっぽうぎ、給食帽(三角巾)、
マスク、おはし、おわん

募

集

１１月２３日に、单千里中学校体育館で開催され、单中
ＯＢが中心のバンドの出演で盛り上がった音楽祭となりま
した。また、先生方も参加して、約 400 名の観客に華を
添えていた
だき楽しい
１日でした。
出演者の皆
さん！あり
がとうござ
いました。

１１月５日（土）午後６時から千里新田地区公民館において、今年一年間のまち協活動の慰労を兼ねての懇親会が
開催され、まち協会員やＰＴＡ会員ら約６０名が出席、また吹田市からは吉川市民文化部長も臨席されました。小川
副会長の司会で、出口会長の挨拶、吉川部長の乾杯
で懇親会がスタート。当日のオードブルは、市民体
育祭のプログラムに広告協賛をいただいたお店よ
り取り寄せ、夏祭りや市民体育祭など、まち協活動
の話に花が咲き「来年も、より多くの地域の皆様に
ご参加ご協力を！」という出口会長の挨拶に、満場
拍手喝采で盛況のうちに閉会となりました。

第２回

センターまつり

１０月２３日（日）に開館２周年を祝うセンター祭りが開催されました。
オープニングは、子ども達の元気な「うらじゃ音頭」と可愛い「マルモリ
体操」で始まり、万華鏡や３Ｄボックス、風車、木登りじょうず、スライ
ム等の「科学であそぼう！」をテーマにしたコーナーで子ども達は一生懸
命工作に取り組みました。また、子ども達に人気のスーパーボールすくいや的あ
て、玉入れ、腕相撲等のコーナーではスタッフとの言葉の掛け合いも楽しんでい
ました。この祭りには千三地区と千新地区から６９名ものボランティアの参加が
あり、大いに盛り上がりました。
当日の来館者数は乳幼児９２名、小学生１９６名、大人２０５名になり、笑顔
あふれるとても賑やかなセンターまつりでした。

運行開始！
１０月３日にスタートしました“たのしいバス”は、千新地区の高齢者の皆様に
大変喜ばれて利用者も増えています。１１月の乗車実績は表のとおりです。
スタートとしては、他
40 人

１１月乗車実績
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地区に比べて大変良
好のようです。

まち協としては、益々
多くの利用者がある
よう、タイムスケジュ
ール・停車場所を含め
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て検討して参ります。
千里新田小学校 児童

※ 「たのしいバス」は、イオン南千里店・ミドリ電化の協力のもと、(株)ケア２１が運行しています。
第２５回

千里新田地区公民館文化祭

公民館の文化祭は１０月２９日、
３０日の二日にわたり行われまし
た。内容は作品展示、演芸発表、模
擬店など同好会や地域を始め、たく
さんの方々のご支援・ご協力により
成功裏に終了しました。（写真は演
芸発表の一場面です。）

イオン前の信号が変わりました。「矢印
（→）」が付き右折がしやすくなりました。
また、ガスト側は「感知式」信号になり、
車を感知したときだけ青に変わります。
停止線より外れて停車
していると感知しない
場合があるようです。

『光れ、どろ団子！』を合言葉に、ツ
ルツル団子目指して、皆で団子作りに
チャレンジ。ツルツルにするには…？

園の畑で一生懸命育てたおイモは
格別の美味しさでした。焼き芋、味
噌汁にして食べました。大満足！

幼稚園では、未就園児
対象に『園庭開放』
『3 歳
児教室』『遊ぼう会』『行
事参加』などを行ってい
ます。是非一度、遊びに
来てくださいね。詳しく
は、ポスターやプリント、
または幼稚園までお問い
合わせください。
1/16(あそぼう会)
1/19(3 歳児教室）
があります。
＜幼稚園電話番号＞
6386―9262

１１月２１日・２２日
４年生児童が吹田市社会福祉協
議会・千里新田地区福祉委員会の皆
さんに車椅子の使い方の説明を受
け、実際に車椅子に乗り、使用して

三学期の日程が変わります
ので気を付けてください。

いる人が普段どのように感じてい
るかを体験しました。

１月１４日
（第２土曜日）

１１月２５日
３年生児童が地域・保護者の皆さん
からお茶、フラワーデザイン・スプラ
ッシュボール・昔遊び・消しゴムはん
こ・手芸・卓球・書道・バスケットボ
ール・ソフトバレーボール・中国語/
料理を学びました。

２月

４日
（第１土曜日）

３月

３日
（第１土曜日）

３年生の演劇発表や 文化クラブの活
動発表など、今年は 1 日だけの開催とな
った文化祭でしたが、大盛況でした。

今年も 3 年生が大活躍でした。女子
のダンスと男子の竹を使った組み立
て体操には大きな拍手がわきました。

◆ 開館時間

１０月 ～ ３月
９：３０～１７：３０
◆ ◆ 土・日・祝日も開いています

千里山竹園

千里山竹園児童センターは、吹田市より
管理運営協議会(千二・千三・千新)が委託
を受け『地域の子どもは地域で見守る』をモッ
◆ トーに安心して遊べる・学べる環境づくりを心
がけ、運営にあたっています。
毎月の行事の開催にあたり地域の皆さまのご
協力、ご参加をお願い致します。詳しくは、セ
◆ ンターまでお問い合わせ下さい。

児童センター
〒565-0852
吹田市千里山竹園２－１－５
℡/fax 6338-6150

クローバーセンター
吹田市千里山竹園２－１－５ ℡/fax 6338-6150

昨年はほんとうに
おせわになりました
ことしもよろしくお願いします

「センターまつり」「竹であそぼう！」「夏のお楽しみ会」など
地域の方に支えられた行事がクローバーセンターには多くあり
はたお

ます。子ども達と一緒に、おはなし・絵画・機織り・お花・工作
などを楽しもうとボランティア登録をしてくださった方が６３
名おられます。
どの行事どの講座も子ども達は楽しみにしており、クローバー
センターとしても感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも地域に愛されるクローバーセンターであるよう努

冬の行事予定
【１月】
７日（土） おはなしいろいろの会
１４日（土）
２１日（土）
２８日（土）
【２月】
３日（金） 節分の会
４日（土） おはなし会
１８日（土） おもしろ工作
２９日（水） スポーツチャンバラ
【３月】
３日（土）
１０日（土）
２３日（金）

めますので、引き続き支援のほどよろしくお願いします。

≪ちいさいおともだちのあつまり≫
◆あかちゃん広場
毎週月曜日 １１時～１１時３０分 自由参加
★よちよち
１～２歳 おやこ広場
第１・３ 金曜日
１０時３０分～１１時３０分 自由参加
☆ぴょんぴょん
２～３歳 おやこ広場
第２・４ 金曜日
１０時３０分～１１時３０分 自由参加

おもしろ工作
かるた大会
こままわし大会

２５～３１日

おはなし会
おもしろ工作
ちびっこリトミック
お楽しみ会
春の映画ウィーク

❤どきどき
３歳児 幼児教室
第２・４ 火曜日
１０時３０分～１１時３０分 登録制
♪ちびっこチャチャチャ！
毎週水曜日 1０時３０分～１０時４５分 自由参加
ちいさいおともだちのあつまりは、
祝日はお休みです。

あけましておめでとうございます
児童センター館長 京江

民治

昨年は児童センターの様々な取組に温かいご支援・ご協力をいただき、職員一同深く感謝
申し上げます。今年も、昨年にもまして温かいご支援・ご協力をお願い致します。
さて、年の始めにあたって、子ども達誰もが「今年こそ……」という願いをもつものです。
その願いの中に必ず自分の夢や希望が入っています。「こうありたい。こうあってほしい」
と常に夢と希望をもち、その実現に向け、努力を続ける子ども達。見守り、サポートする大
人は「子どもの話をじっくりきく」そして「ええもんはええ！」とはっきりほめる。また、
「あかんもんはあかん！」とはっきりしかる。努力を続ける中で、子ども達は自分自身を大切にするだけでなく、
一緒に頑張る友だちや助けてくれる大人の方々をも大切にする気持ちも芽生えてくると思います。子ども達と喜び
を共有できる素晴らしい一年となりますよう頑張っていきましょう。

