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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
会 長
出 口 庄 次
千里新田地区にお住まいの皆様方におかれましては、爽やかなお正月をお迎えの事と
お慶び申し上げます。
昨年は千里新田地区まちづくり協議会が大阪府知事賞を受賞することから始まり、国
土交通大臣賞をも受賞し、大変に喜ばしい事が続きました。これは会員皆様方の当地区への安心・
安全の地道なまちづくりが評価されたのではないかと理解しております。まちづくり協議会といた
しましては、この受賞を機に協議会のＮＰＯ化そして自主防災組織の立ち上げに取り組
んでおり、益々、当協議会が地区住民皆様方の安心・安全に寄与するものと思っています。
ぜひ、皆様方もまちづくり協議会に入会して、ともにこの地区を盛り上げていこうでは
ありませんか。
第１０回 千新地区

吹田市・吹田市自治会連合協議会

-----減災をめざして----地域災害対策本部・・・千里新田小学校 校庭

１ ２０日(日)【雨天決行】
午前９時３０分～１０時３０分

日 時： 月

想 定：午前９時３０分 地 震 発 生!!
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）
※ この訓練では、家庭内での安全確保（火の元確認や
出口の確保）や、近隣住民の安否を確認しながら指定の
緊急避難場所へ避難することなど、実際に地震が発生し
た時に、どうしらたいいのかを普段から知っておくこと
を目的に行われるものです。
地域災害対策本部（千里新田小学校）では、可搬式ポ
ンプを使った放水訓練や、非常時に家庭で備えておきた
い備品の展示など、盛りだくさんの内容で実施します。
緊急避難場所の確認など詳しくは、
市報すいたをご覧下さい。

日
場

時：１月２６日（土） 9:00～11:00
所：千里新田小学校

☆ もちつき（園児以上）、もちまるめ（小学生以上）が
体験できます。

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
☆ 注意 つめは必ず切ってきてね！
のびている子は体験できません。

かえし手募集中！
お手伝いいただける方は１月９日(水)までに
ご連絡ください。当日の受付もいたします。
☆まち協会員の方でお手伝いいただける方は、当日受付まで
お申し出ください
＊事務局 中野 Tel・Fax（0６-６３８４-５５０９）

１２月８日(土)南千里中学校にて開催されました。
１０月７日（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。
昨年に引続き「D ブロック」が優勝し、
二連覇を達成しました。

今年は、園児から大人まで
幅広い出演者で、中学生の
参加も多く盛大な音楽祭と
なりました。

来館者 １０万人突破！

センターまつり

第３回

千里山竹園児童センター

千里山竹園児童センターが地域の皆さまの熱い

１０月２１日碧天の中、おとなもこどもも

思いに支えられて開館以来３年がたちました。来館

ハロウィンの仮装で大いに盛り上がりました。

者も開館以来１０月２６日に１０万人を超え、１日

仮装をしたこどもたちには、ふかし芋のプレ

に１００人以上の子ども、保護者が集う市内有数の

ゼントがありました。

児童センターへと成長いたしました。子ども達の居
場所として、保護者の方々の交流拠点としてその果
たす役割は大きいものがあります。
これからもその役割を果たし、
笑顔で包まれた児童センターで
あり続けることができるよう地域
の皆様方のご支援、ご協力をお願
い致します。

４コマまんが
第２６回公民館文化祭の御礼
１１月１７日、１８日の２日間を通して１０００名を超える来館者があ
り、1 日目の大雨にも関わらず成功裏に終えることができました。
作品展示、演芸発表、模擬店の為の準備、販売など多方面からの協力を
いただきました。今回、プログラムの各戸配布を連合自治会の皆さんが快
く引き受けてくださったお陰で「プログラムを見てきた」と言う方が多く
おられました。
まちづくり協議会・連合自治会・学校関係者・同好会・地域の皆さんの
協力のお陰と心より感謝御礼申し上げます。
今後共公民館主催講座、同好会活動、地域の集会所として気軽にご利用
下さい。

まち協 懇親会
１０月２７日（土）午後６時から千里新田地区公民館において、一年間の
まち協活動の慰労と、"大阪府まちづくり功労者賞"ならびに"まちづくり功労
者国土交通大臣表彰"の受賞祝いを兼ねた懇親会が開催され、まち協会員や
ＰＴＡ会員ら約８０名が出席しました。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から取り寄せ、諏訪孝子さんの司会
で懇親会がスタート。夏祭りや市民体育祭など、まち協活動の話に花が咲き、
盛況のうちに閉会となりました。

●１０月１４日（日）春日神社奉賛会主催の"春日神社秋祭り"
が開催され、沿道からの声援を受けた担ぎ手達の「ヨイサ！」
の掛け声勇ましく、太鼓御輿と子ども神輿の巡行が行われました。
● 寒さ厳しき折、インフルエンザ予防のためにも、
手洗い・うがいを励行しましょう！

千里新田小学校 ６年

秋をいっぱい楽しみました。
幼稚園では、未就園児対象に「園

スポーツの秋
運動会以降も竹馬
や跳び箱等にチャ
レンジしたよ。

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。
詳しくは幼稚園までお問い合わせ
ください。 電話番号：６３８６－９２６２
１月２１日（遊ぼう会）

芸術の秋
いろいろな絵を描いた
り、制作したりしたよ。

１月２４日（３歳児教室）

食欲の秋
園庭で収穫したさつまい
もを使っての「さつま汁」。
お鍋が瞬く間に空っぽに。

読書の秋
お母さんが読んで
くれる絵本に真剣
な眼差し。

稲刈り ５月に田植えをした苗が

福祉給食交流会

２,３年生が地
域の方を迎えて、子どもの頃のお話を
聞きました。児童からは、笛やハーモ
ニカの演奏を披露し、その後、給食を
一緒に食べました。

稲穂に成長し、5 年生が 10 月９日
に稲刈りをしました。地域の方に鎌
の使い方を教わり、全員が稲刈りを
体験しました。収穫したお米は調理
実習で使います。

高学年の読み伝え

読書週間の
取組みとして、高学年の児童がきょ
うだい学級に絵本を読みに行きまし
た。絵本を通してお互いに心を通わ
しました。

９月２１日
（金）昨年ま
での文化祭を
総合文化発表
会に変更しま
した。

１０月１１日
（木）今年の体
育大会も 3 年
生の勇姿がみ
られました。

１０月１９日
（金）花いっぱ
いプロジェク
ト・パンジーの
苗の植え付け
をしました。

３学期は、１月１２日(土)から
始まります。引き続きスタッフ
を募集していますので、ご協力
いただける方は、当日９：４５
までに受付へおいでください。

◆ 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。

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

ことしもいっぱいあそぼうね！
～クローバーサンタに、新しいおもちゃをもらったよ～

こ

かいぎ

し

子ども会議って知ってる？
え いが

え いが

き

つか

あたら

映画ウィークの映画を決めたり、みんなで使う 新 しい
き

おもちゃを決めたりします。
クローバーセンターがもっとも～っとおもしろくなる
こ

か い ぎ

さ んか

ようにみんなで子ども会議に参加しましょう。
し ゅ げ い

とうろくせい

登録制のミュージックベルクラブや手芸クラブ
こうがくねんたいしょう

とくべつ

かつどう

じ かん

(高学年 対 象 )など特別な活動の時間もあります。
さ んか

ま

みなさんの参加を待ってま～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

冬の行事予定
【１月】
８日（火）
１２日（土）
２６日（土）
【２月】
２日（土）
３日（日）
９日（土）
10 日（日）
１５日（金）
20 日（水）
【３月】
２日（土）
９日（土）
19～25 日
2２日（金）
25～31 日

かるた大会
おもしろ工作
こままわし大会
おはなし会
節分の会
おもしろ工作
電車の日
ドッジボール大会
おりがみ教室
おはなし会
おもしろ工作
似顔絵ウィーク（6 年生）
おたのしみ会
春の映画ウィーク

❤どきどき
３歳児 幼児教室
祝日は
第２・４ 火曜日
１０時３０分～１１時３０分 登録制 お休みです。
◇うきうき
2 歳児 幼児教室
第１・３ 火曜日
１０時３０分～１１時 登録制
♪リズム体操 チャチャチャ！
毎週水曜日 1０時３０分～１０時４５分
自由参加

新年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
皆様方におかれましてはご家族揃われ、素晴らしい新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
開館以来三年が経過し、来館者も１０万人を越える市内有数の児童センターへと成長することが
できました。これもひとえに地域の皆様が当児童センターへたゆまない愛情を注いでいただいた
おかげであると感謝致しております。今年度も子ども達の、保護者の皆様のそして地域の皆様の笑いと歓声で包ま
れた児童センターとなるように頑張ってまいりますので昨年同様温かいご支援・ご協力をお願い致します。
さて、昨年は「いじめ」
、
「虐待」等が毎日のように報道され改めて子ども達の人権を守らなければならないと強
く感じた一年でもありました。児童センターでも子ども一人ひとりと向き合い、話をしっかり聴き、悩みやできた
喜びを共有する中で「やさしさ」や「おもいやり」の気持ちを育むことを大切に取組を進めていきたいと思ってい
ます。
「子どもは地域の宝」です。子ども達が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し、学校・園が好き、家庭が好きそして地域が好きと思えるように力を合わせて頑張って
いきましょう。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よろしくお願いいたします。

