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～子どもと親と地域の祭り～
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今年も恒例の千新小夏祭りが盛大に開催され、元気な掛け声と笑顔
いっぱいの子ども神輿に始まり、歌あり踊りありの多彩なイベントや、
小学生・中学生による出店（ペットボトルボウリング）がありました。
まち協からも「わたがし屋」を出店するなど、お楽しみ盛りだくさんの
１９店舗は
多くの参加
者で賑わい
ました。ラストを飾る花火で大いに盛り上がり
ました。今回も多くの子どもや保護者、そして
スタッフの笑顔溢れる千新地区の夏祭りになり
ました。スタッフの皆様、お疲れ様でした！
わたがし屋

第 2６回

日

時

ペットボトルボウリング

市民体育祭

１０月 ７日 （日 ）８：４５～

第 26 回

日

雨 天 ： １０月 ８日 （月 ・祝 ）
場

所

千里新田小学校

ブロック（赤）⇒ 春日 2 丁目

公民館文化祭

時 １１月１７日（土）１０：００～１６：３０

１１月１８日（日）１０：００～１５：３０
内

容 作品展示・演芸発表・模擬店・お茶席

※習字・絵画・陶芸・写真等皆さんの作品を募集中！
作品搬入は 11/14（水）午前中迄です

ブロック（青）⇒ 春日１・３丁目 竹園 1 丁目
ブロック（黄）⇒ 春日 4 丁目

第３回

ブロック（緑）⇒ 千里山西 6 丁目 竹園 2 丁目
※各ブロックのテントで受付をしてください。
※詳しくは、各戸配布のプログラムをご覧ください。

くわしくはうらをみてください

千里山竹園児童センター

保護司とは、更生保護活動に携わる民間のボランティアです。法務大臣から委
嘱された非常勤の国家公務員でもあります。全国で約 5 万人が活動しています。
保護観察、生活環境、犯罪予防活動等を行います。民間人としての柔軟性と地域
の実情に通じているという特性を生かしながら、犯罪や非行をした人の立ち直り
を支え見守る役割、例えば保護観察官と協力しながら、保護観察中の人と月に数
回面接をし、生活状況を見守ったり相談にのったり指導したりします。時には就
職支援のためハローワークに付き添ったり家族の折り合いが悪ければその間に入
って調整をしたりと活動の仕方は様々です。また刑務所や少年院に入っている人
の家族等（引受人）に会い、矯正施設出所後の生活の見通しについて話を聞いた
りもします。また犯罪や非行を生まない地域づくりのための啓発活動「社会をあ
かるくする運動」も大切な役割の一つです。
保護司 鵜野博仁 山田秀明

４コマまんが

少年補導員は、少年に対する警察活動の協力者として小学校区１名が選任され、
警察署長が任命します。警察と住民をつなぐパイプ役であり、地域の非行防止活
動にも取り組んでいます。夏祭りや市民体育祭等の屋外催しにも「少年たちへの
温かい思いやりの精神」で積極的に参加しています。
街頭補導活動としては不良少年の早期発見、その少年へ注意・助言を行うこと
によって少年の非行化を防止しようとする重要な役目を果たしています。
少年補導員 松山健司

行政相談委員は、国民の皆さんの相談相手として行政全般（国、府、市ほか）
についての苦情や意見要望の相談を受け助言や関係行政機関に対する通知・解決
を図ります。
と固いことを書きましたが、私は地域の皆さんといろんな世間話
をしたり ちょっとしたお手伝いがしたい そして毎日が気持良く、元気に過ごせ
るそんな地域にしたいと思って活動しています。地域にとって皆さんの身近な相
談者「何かあれば諏訪さんに相談すれば良い」と言われるような親しまれる委員
になりたいと思っています。なにかお困りのことがありましたら 一人で悩まずに、
ご連絡ください。
竹園二丁目３の１０
☎０６-６３８６-０３５３
行政相談委員 諏訪孝子

千里新田小学校 ６年

●この度まち協では、入会申し込みを住民の皆様がいつでもできるように、常設の受付用ポストを設置するこ

とにしました。場所は、コミュニティスポット（千新小正門）・公民館・児童センター・出口会長宅（春日
１丁目）の４箇所です。なお申込用紙は、公民館と児童センターにあります。みなさま是非ご加入ください
ますようお願いします。
●春日神社 秋祭り（太鼓巡行）が 10 月 14 日（日）午前９時３０分～午後 1 時頃行われます。
．．．．．
●イオン南千里店でのイエローレシート（毎月 11 日）をイエローBOX「まち協」へ投函協力をお願いします。

集まったレシート金額の１％

市民体育祭の景品や

の物品購入に

地域に開かれた幼稚園として、未就園児対象に「園庭開放」
「３歳児教室」
「遊ぼう会」の他、行事等に参加する地域開放をしています。 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。
☎ 06-6３８６-９２６２

プール開放
小さな子どもたちもお母さんと一
緒に、すべり台や思い思いのおもち
ゃで遊びました。

なつまつり
しゃぼんだま、スーパーボールすく
い、おばけやしき等、夏ならではの遊び
を小さいこどもたちも楽しみました。

千新小夏祭り
幼稚園の園児も有志で参加しまし
た。ちょっぴりはずかしかったけど、「ラ
イオン体操」をかっこよくおどったよ。

～年をとるとどんな体になるのだろう？～
４年生が、社会福祉協議会のボ
ランティアの方をゲストティチャ
ーに迎え、高齢者疑似体験学習を
しました。足に１㎏のおもり、耳
にイヤホン、目にゴーグル、手に
軍手、膝にサポーターをつけた子
ども達は、いつもと違う体の動き
を実感していました。そして、疑
似体験を通して、高齢者の方の思
いに気持ちを近づけることができ
ました。

足がうまく動かないから
椅子がまたげないよ！

手が動きにくいよ
字も見えにくい！

今年度から「文化祭」が「総合文化発表会」に変わります。
写真は生徒会の役員がそのオープニングで披露する和太鼓の
練習をしているところです。
南千里中学校ではフラワーボランティアを募集中です。
学校の玄関口に飾る「生け花」や「フラワー
アレンジメント」などで、お力添えいただけ
る方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
☎ 06-6834-3611

南千里中

教頭まで

市主催の「２０１２景観こども広場」が関西大学・まち協・児童センターの協力で 7 月 22 日実施
されました。子ども達と一緒に春日地区を歩き、子ども達の目線でふる里春日の町の素晴らしさを目で、
耳で確かめたことを友達や大学生と話し合いながら絵地図に書き込み児童センターで多くの子ども達の前で
発表しました。
暑い中でのウォークでしたが春日の町の様子を話しながら子ども達と歩いていると大人では到底思いつか
ない子ども達の豊かな発想や気づきに驚かされました。桃の栽培をされている方の苦労話、普段なにげなく見
ている水路や道標等の役割に気づき、子ども達も大人もわが町、わがふる里の素晴らしさ、引き継がれてきた
生活の知恵・知識を改めて知るいい機会となりました。子どもは地域で学び、地域で育つと言われます。この
取り組みを通して地域を愛する子どもへと成長してくれることを願っています。

◆ 開館時間

9:30～17:30 (10 月～3 月)

◆ 土・日・祝日も開いています
◆

千里山竹園

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

◆

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。

吹田市千里山竹園２－１－５ ℡/fax 6338-6150

第３回

秋の行事予定

センターまつり

１０月２１日（日）

ごご１じ～４じ
クラフト

スーパー
ボール

～たのしく変身しよう♪～
アート
バルーン

まとや
（射的）

《 児童センターのお約束！》
★

★

必ず、青色の使用証を持って来てね！緊急時の対応に必要です。
連絡先などが変更になった場合は「変更届」をしてください。
使用証を紛失した場合は「再交付」をしてください。
運動靴をはいてきてね！（外遊び・ボール遊びは運動靴で）

１０月
1 日(月) 絵のひろば
６日(土) おはなし会
１２日(金) フリースロー大会
１３日(土) おもしろ工作
１５日(月) 絵のひろば
２１日(日) センターまつり
２８日(日) 電車の日
１１月
１０日(土) おもしろ工作
１７日(土) 卓球大会
１９日(月) 絵のひろば
２８日(水) なわとび大会
１２月
１日(土) おはなし会
３日(月) 絵のひろば
８日(土) おもしろ工作
９日(日) 電車の日
１５日(土) パステル画
１７日(月) 絵のひろば
２１日(金) クリスマス会
２６日(水)～２８日(金) 映画の日

✤ 世 界 にひとつの宝 ✤
児童センター館長
京江 民治
こどもに『今一番大切な宝物は何ですか？』と尋ねたとき、今の
自分があることの幸せを感じ取るならば、自分を生んでくれた母親
を一番の宝物とあげるでしょう。また、母親にとって、我が子ほど
可愛いこどもはいません。お互いに一番大切な人なのです。その大
切な人を自分の宝物として大切にし合う心が、今一番求められてい
ます。
親が子を思う、子が親を思う親子愛を一番の宝物としたいもので
す。大切にする気持ちは、日頃の何気ない会話から生まれてきます。
《話すこと》はお互いの気持ち・思いを知る一番の道です。
こどもといっぱい話しましょう。
世界にひとつの大切な宝物を授かったのですから。

《世界にひとつの宝物》
おかあさんはぼくの宝
ぼくを生んでくれた
世界でたった一人の
おかあさんだから
ぼくはおかあさんの宝
おかあさんが生んだ
世界にふたりといない
ぼくだから
どっちも大切な宝
世界に二人といない
人だから

