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千新まち協

検索

地区の行事予定
・ ８月２５日 千新小夏祭り
・１０月 ４日 南中体育大会
・１０月 ７日 市民体育祭

・ ９月１７日 敬老フェスティバル
・１０月１３日 千新幼運動会
・１０月２１日 児童センターまつり

・ ９月２９日 千新小運動会
・１０月１４日 春日まつり
・１０月２７日 2８日 公民館文化祭

『まち協』総会が開催されました
5 月 19 日(土)午後 7 時から公民館で平成３０年度の千里新田地区まちづくり協議会の通常総会が、吹田市役
所高田市民部長をお迎えして行われました。
活動報告・収支決算報告・会計報告は、奥副会長・福間会計・三浦会計監
査からあり、特に異議もなく承認され、続いて活動計画・収支予算(案)も賛
成多数で承認されました。
今回は、地区内に在住する方だけでなく、お仕事をされている方も会員に
なれる旨の規約改正を全員一致で承認し、なお一層活動する仲間を増やすた
めの方策を決定しました。
次に役員等の報告があり、理事に関しては、南中、千新小、千新幼稚園のＰＴＡ会長の交代と顧問である幼稚
園長が柳本園長に交代したことが報告されました。
これからも、会員及び地域のみんなで安心・安全のまちづくりを行うことを全員で確認して総会を終了した。

≪

かわら版編集委員の突撃インタビュー ≫

～千里新田幼稚園柳本園長先生と南千里中学校酒井教頭先生の巻～
Ｑ１：赴任されて３カ月、幼稚園、中学校はいかがですか？
園長：４歳児２６名、５歳児１９名で、内３３名が４月からの入園児。職員も９名中６名が
この４月からとなり、全てが一からのスタート。楽しく落ちつける環境作りを大切に、
園児のやる気が出るような保育をと若い先生方と一緒に頑張っています。
教頭：南中生がきっちりと挨拶できることに驚きました。小さい時より地域の方から温かい
声掛けをたくさんもらい育った子どもたちなんだと感じました。生徒が勉強・クラブ
に頑張っている姿、一生懸命取り組んでいる姿を見ると心から応援したくなりまます。
忙しい毎日ですが、先生方と一緒に充実した時間を過ごせています。
柳本園長先生

Ｑ２：どんなお子さんでしたか？ 夢は？ 好きな事は何ですか？
園長：四人兄妹の末っ子で自由奔放なマイペース。本好き、空想好きな文学少女で、４年生から合唱を始め、その
魅力にはまり大学までずっと歌い続ける。≪ソプラノ♪です≫
合唱の楽しさを子どもたちに伝えたいと初等教育を受けたが、幼稚園での創りながら進めていける楽しさ、
難しさに惹かれ、幼稚園で頑張ろうと決めた。男の子二人を育て、今は花の世話やお洒落な雑貨屋さん巡り
が好き。家族で美味しい食事をしながらの会話が一番好きな時間
≪ワイン好きで、歌は声量たっぷりで『ろくでなし』を♪≫
教頭：小学生から水泳を始め、中学ではソフトボール≪左ききの強肩のセンター≫、高校・大学はハンドボール。
スポーツはするのも観るのも大好き。頑張っている人を見ると熱く応援したくなります。
≪野球は阪神！≫
素敵な恩師との出会いがあり「私も教師になる！」と決めました。
≪数学かと悩みましたが、体育の教師に♪≫
長年水泳部の顧問をし、今も頑張っている教え子を応援できる事が幸せです。
≪美味しいものを食べるのも好きですが、お酒は苦手≫
酒井教頭先生

★★ お忙しい中、素適な笑顔で快く取材に応じて下さり、ありがとうございました ★★

平成３０年
月

青パトロール乗車体験会開催

日(土)

千里新田小学校正門にて

実際に青色パトを運転し、パトロールを体験していただきたいと思います。運転免許がなくても、同乗者と
して参加できますので、お気軽にどうぞ！！写真撮影ＯＫです。
あなたも青パト隊員の仲間入りをしませんか？お待ちしています。 問合せ：０９０－５８９８－０７４３ 大野まで

平成３０年 ８月２５日(土)
１７時～２０時
雨天決行
千里新田小学校にて
ゴミ減量にご協力ください。 ●お車･自転車でのご来場はご遠慮願います。

４コマまんが
千里新田小学校 児童
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５月１９日(土)に「地区内探検スタンプ
ラリー」を開催しました。参加者は、児童
５９名、幼児１５名、保護者４３名、スタ
ッフ４３名と総勢１６０名となりました。
今回は、例年より早めの開催となり少し肌
寒い中、子どもたちは９グループに分かれて、千里新田地区の街並みを元気
いっぱいに歩き回りました。
小学校を起点として、地図を頼りに８ヵ所のポイントを街の歴史を感じなが
ら探検し、各ポイントではスタッフと楽しくコミュニケーションをとってス
タンプを押してもらい、文字カードを受け取っていました。ゴールの小学校
では集めた文字カードを並べ替えて、たくさんの言葉を作って楽しみました。
子どもたちといっしょに回る保護者や巡回して見守ってくれるスタッフ、
各ポイントのスタッフなどたくさんの協力のもとで 楽しいイベントとなり
ました。

＊さかなつり＊
６月１７日（日）に千里南公園の牛ヶ首
池にて、児童２０名、幼児、保護者も加わ
り、総勢７２名の参加者で「魚つり」を開
催しました。
子どもたちは、大きな鯉を釣り上げるために意気揚々と糸を垂らして真剣
なまなざしでウキを見つめ、鯉が「食いつく」その時を待ちましたが、この
日は鯉の食欲があまりなかったようで、少し寂しい釣果となりました…
結果としては、鯉との格闘を制した４年生の鈴木くんが５１㎝で金メダル
に輝きました。銀メダルが５年生の川井さん、銅メダルが４年生の矢羽田く
んと５年生の清永くんとなり、表彰されました。
例年とは違い、日中は本格的な夏の色を思わせる良いお天気で、雨が恋し
くなるほどでした。危険がないようにスタッフが見守る中で、子どもたちは
もちろん、保護者にとっても楽しいイベントとなりました。

６月１０日(日)南千里クリスタルホテルにて、南千里中学校の教
頭先生と千里新田幼稚園の園長先生の歓送迎会が行われました。
お世話になった三原教頭先生、山本園長先生のこの地域で楽しく過ごされた思い出話
や新しく赴任された酒井教頭先生、
柳本園長先生のご挨拶をいただき、
地域の皆さんと大いに親睦を深め
られ、和やかで笑顔いっぱいの会
となりました。

歓送迎会

●６月下旬より、千里新田
小学校の体育館とトイレの
改修工事が始まりました。
１１月まで工事車両の出入
りがありますのでお気を付
け下さい。
●毎月１１日にイオン南千
里店では『イエローレシー
ト』が発行されます。
ぜひ「千里新田地区まちづ
くり協議会」のＢＯＸへ投
函お願いします！
●大地震に備えて、普段か
ら避難場所・通学路・非常
食の備蓄などを家族で話し
合っておきましょう！

平成３０年度は４歳児５歳児合わせて４５名でスタートしました！
四季折々の自然の中で、虫探しや色水作りなど、色々な遊びを楽しんでいます。
園庭では、ヨモギやソラマメを収穫したり、夏野菜を育てたりしています。
今年は千里新田小学校の栄養教諭の先生に年３回食育のお話をしていただきます。
１学期のテーマは『野菜と仲良くなろう！』です。
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「よもぎって裏が白いんだね。」
「すり潰すと綺麗な緑色！」
たくさん発見をしながら、美味し
い『よもぎ団子』を作りました。

【た】たすけあい 【け】元気いっぱい
【の】伸びゆく子
【こ】心豊かな千新っ子

５月からスタートしました。
今年は講座に「スプラッシュボ
ール」が増えました。

大いに盛り上がりました。
４～６年生は、この日に向けて自
主的に準備を進めてきました。

６年生のお化け屋敷は、
今年も大盛況でした。

１年生１３０名、２年生１１３名、３年生１１０名
合計３５３名で今年度がスタートしました。

２年生

宿泊学習

５月１１日（金）・１２日（土）
１日目：琵琶湖でのカヌー体験とキャン
ドル作り、レクレーション
２日目：伊賀の里モクモクファームでジ
ャージー牛の乳しぼり体験と手作りウ
インナー教室

１年生

校外学習

５月１１日（金）
万博記念公園自然文化園で万
博のパビリオン記念碑
巡りをしました。

花プロ種植え
５月３０日（水）
「花プロ係」の生徒、「千里新田
地区まちづくり協議会」、
「PTA」
が協力してマリーゴールドの種
植えを行いました。

平成30年(2018年） 夏号
吹田市立千里山竹園児童センター
指定管理者
吹田市立千里山竹園児童センター管理運営協議会

〒５６５－０８５２
吹田市千里山竹園2丁目1番5号
Tel/Fax 06-6338-6150
http：//sentake.jp/
4月～9月 午前10時～午後6時

千里山竹園児童センター

10月～3月

※土・日・祝日も開館しています

サマーフェスティバル♪
7月21日 (土）
4時～5時
ベルの発表や

スパーボールすくい

水てっぽうのまとあてなど

午前9時30分～午後5時30分

詳しくは児童センターのホームページを
ご覧ください。

ヨーヨーつり

使用証交付申請書、各種申込書

いろいろあそべるよ♪

などもダウンロードできます。

主催：千里山竹園児童センター
管理運営協議会

（http：//sentake.jp/）

≪児童センターでのお約束≫
☆使用証は必ず持ってこようね♪
☆運動靴をはいてきてね♪（センターの広場で遊ぶ時は、運動靴です）
☆お菓子･おもちゃ･お金は持ってこないでね♪
☆お弁当は12時～1時30分の間、2階のランチルームで食べてね♪
光化学スモッグ注意報が出たときや
熱中症指数が高いときなどは、
外遊びができないことがあります。

お茶お水を持ってきてね♪
ぼうしもわすれずに！

〔夏の行事予定〕
≪７月≫
≪８月≫
5日･19日 ベルクラブ
4日
7日 七夕の会
8日
9日･29日 こども会議
11日
21日 サマーフェスティバル
19日
22日 パパと遊ぼう電車の日
24日
26日

≪９月≫
こわいはなし
1日 三世代交流ニュースポーツ
4日･27日 こども会議
こども会議
コースターづくり
8日 アクアビーズ工作
9日 トリッカーズのけん玉
おはなし会
20日 ベルクラブ
こども会議
23日 パパと遊ぼう電車の日
パパと遊ぼう電車の日

※くわしい内容は、児童センターまでお問い合わせ下さい

〔ちいさいおともだちのあつまり〕
月

火

火

※春休み・夏休み・冬休み・祝日はお休みです

水

第1・3

第２・４

金

金

あかちゃん広場

どきどき

うきうき

チャチャチャ

よちよち

ぴょんぴょん

0歳
自由参加

3歳児
登録制

2歳児
登録制

自由参加

1～2歳
自由参加

2～3歳
自由参加

11時～30分間

10時半～1時間

10時半～30分間

10時半～15分間 10時半～1時間 10時半～1時間

