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千里新田地区まちづくり協議会が NPO 法人に！？

まち協は平成１９年４月に結成し、皆様の協力を得まして年々活動の幅を広げてきました。これからも地域の皆
様に親しまれる協議会として継続的に活動ができるよう、まち協の NPO 法人（特定非営利活動法人）化について
検討しています。
Q：なぜ NPO 法人化？
A：まち協が法人になることで、企業と同じように契約の主体となり、資産を持つことができるようになります。
官公庁に事業報告や会計報告を行うことで、活動の透明性が高まります。また一般的には、法人化すると社会
的な信用度が高まり、補助金や寄付金が集めやすくなると言われています。
Q：デメリットはないの？
A：官公庁の基準を満たした会計報告等の書類提出が必要になる他、法人格を持つことによって税金や保険などの
手続を適切に行うことが求められるため、事務手続にかかるコストが増えます。
Q：では、まち協の法人化のイメージは？
A：まち協を法人化する場合、まち協そのものを
NPO 法人化するＡパターンと、まち協の特定事業
に限定して法人化するＢパターンがあります。
Ａパターンは、活動内容は今までどおりとなり
ます。まち協全体の会計処理や活動計画が公開さ
れることになるので住民からまち協の活動が見え
やすくなります。一方で、既存の組織との関係性や会計処理の方法を見直す必要があります。
Ｂパターンは、まち協自体は今までどおり任意団体として地域活動を行い、特定の事業を対象に NPO 法人を
立上げ、
「少しプロっぽい地域活動」を行います。この場合、特定の事業部分だけを報告することになります。
まち協はたくさんのボランティアによって支えられていますが、法人化することで契約行為や財産の取得、有
償による支援活動などが実施でき、より活動の幅が広げられるのではないかと考えています。
千里新田地区に必要な事業や、やってみたいと思う事業があれば教えてください。また、皆様のご意見をお待
ちしております。
千里新田地区まちづくり協議会 NPO プロジェクトチーム

第１０回 子どももちつきフェスタ
子ども達お待ちかねのもちつきフェスタが、１月２６日（土）に開催され
ました。当日は１０９７名の参加があり、１８０kg のもち米は約２００名
のスタッフの手でおいしいおもちになり、みんなの笑顔があふれました。
子ども達のいい思い出になったことでしょう。スタッフの皆様、おいしい
おもちをありがとうございました。

千新地区の主な行事予定 ●民生・児童委員会
＊ 8 月 千新小夏祭り
＊ 9 月 小学校運動会

・地域パトロール

・高齢者・子どもの見守り運動

・清掃活動・ゲーム・キャンプ

●福祉委員会

＊１０月 幼稚園運動会
＊１０月 中学校体育大会
＊１０月 市民体育祭
＊１０月 千里山竹園児童センター
まつり

●防犯協議会

・ふれあい昼食会「むつみ会」

・草の根防犯パトロール

・いきいきサロン

・歳末特別警戒

・子育てサロン「のびのび」

●高齢クラブ連合会

●体育振興会

・社会奉仕活動

・グラウンドゴルフ・バドミントン

＊１０月 公民館文化祭
＊ １月 千新地区子どももちつき
フェスタ

●青少年対策委員会

・敬老フェスティバル

・友愛訪問活動
・バレーボール・スプラッシュボール ・社会見学旅行
・ソフトバレーボール・インディアカ
・テニス・少年野球・空手

詳細は各団体より後日
改めてお知らせします

千新地区諸団体のご紹介 part.３

４コマまんが

福祉委員会
当地区福祉委員会は昭和 62 年（1987 年）に設立され地域の福祉活動に携
わってきました。平成 12 年に社会福祉法が制定され地域住民による福祉活動
が推奨されるようになりました。現在小地域ネットワーク活動『むつみ会・い
きいきサロン・子育てサロン「のびのび」
・見守り声掛け活動・世代間交流活動』
を通して高齢者・障がい者・子ども・子育て世代との交流を図り地域福祉に貢
献してきましたし、これからも貢献していきたいと考えています。現在、福祉
活動委員は 60 余名いますがこれから急速に進む高齢化社会に対して、福祉に
理解ある委員の参加を心から願っています。
委員長 吉田 誠

防犯協議会
1 月３１日(木)メイシアターレセプションホールで、平成
２４年度防犯協議会功労者表彰式が、吹田市長・吹田警察署
長臨席のもと実施されました。千新地区からは毎朝の子ども
見守り運動及び青色防犯パトロール活動に対して、防犯委員
である関戸靖雄さんに、吹田市防犯協議会の永田会長より、
感謝状と記念品が送られました。
関戸さんが着用していますのは、吹田市地域防犯力向上推進
事業として、大阪府からの補助金でそろえた地区防犯協議会
の新しいユニフォームです。
防犯協議会による防犯パトロール、各行事での警備など、
今後の活躍をご期待下さい。
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支部長 大野和之

● 新入学(園)を迎えるみなさん、おめでとうございます。新しい生活に早く慣
れて、楽しい学校(園)生活を送ってください。
● ４月 1 日より、千里新田小学校の南門を終日閉鎖しますので、ご注意下さい。

千里新田小学校 児童

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」
「あそぼう会」の他、行事(人形劇・
運動会・動物村等) に参加したり、プール開放・どろんこ大会等、年間を通して地域開放をしています。
詳しくはポスターやチラシ、または幼稚園までお問い合わせください。 電話番号：６３８６－９２６２

あそぼうかい
園児が受付をし
ます。
一緒に遊ぼうね。

3 歳児教室（たまごクラブ）
親子一緒に、触れ合い遊び、楽器遊び、絵画製作等をします。
大好きな絵本も沢山読むよ。

5 年生 林間学習に行きました
スキー初めてだけど、

２月２０日、元気に箱館山（滋賀県）に到着！

滑れたよ！

ゴンドラで山頂に登るとそこは一面の雪でした。
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰからｽｷｰの基礎を教わり、どんどん滑れ
るようになっていきました。宿泊地の吹田市立自
然の家では、一晩で雪が降り積もり、朝起きると
景色は雪で覆われていました。子ども達は、大雪
の中、転びながらもそり遊び雪遊びを楽しむこと

そり遊び！楽しい！

ができました。

南中フェスタ
南中生のアンサンブル登場！すいたんも一緒に楽しそう♪

ギターマンドリン部

新年度は、５月１１日(土)から始まり
ます。４月に千新小で配られる案内をよ
く読んで、応募してください。
同時に中学生・高校生・大学生スタッ
フも募集しています。
希望者は、当日９：３０に直接受付迄来
てください。
お待ちしています。
詳しくは、まち協ＨＰを
見てください。

職場体験学習

バレンタインコンサート

１月２９日～３１日 ２年生が行

お昼休みにミニ演奏会が開かれ

いました。充実した 3 日間だった

ました。

そうです。

◆ 開館時間

４月 ～ ９月
１０：００～１８：００
◆ 土・日・祝日も開いています
◆
◆ ５月３・４・５日は、休館日です。

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

入園、入学、進級 おめでとうございます。
こんねんど
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あそ

今年度も、笑顔いっぱいのセンターになりますように♪３つのお願いを守って元気いっぱい遊ぼうね♪
あそ

く

かなら

しようしょう

も

① センターに遊 びに来るときは、 必 ず使用証 を持ってきてね。
かね

たいせつ

も

② おかし、おもちゃ、お金など大切なものは持ってこないでね。
あお

しようしょう

こんねんど

つか

③ 青 い使用証 は、今年度も使 えます。（有効期限 平成 26 年 3 月末）
じゅうしょ

でんわばんごう

けいたいばんごう

れんらくさき

か

かた

かなら

住 所 や電話番号、携帯 番号 など連絡先 が変わった方 は 必 ず
し

へんこうとど

うけつけ

お知らせください。変更 届 けは、受付 にあります。

春の行事予定④
【４月】
４日（木） あっぷうさんの人形劇
６日（土） 手芸クラブ・卓球教室
１３日（土） おもしろ工作
１４日（日） 電車の日
２０日（土） ウェルカムパーティー
１・１５日（月） 絵のひろば

【５月】
１１日（土）
１７日（金）
１９日（日）
２５日（土）
２０日（月）

◆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

「出会いを大切に！」

【６月】
おもしろ工作
1 日（土） 手芸クラブ・卓球教室
ドッジボール大会
８日（土） おもしろ工作
赤ちゃんの
９日（日） 電車の日
おちんちんケア
１２日（水） スポーツチャンバラ
こどもまつり
２２日（土） むかしあそび大会
絵のひろば
３・１７日（月） 絵のひろば

≪ちいさいおともだちのあつまり≫
◇うきうき

2 歳児幼児教室

登録制

第 1・3 火曜日 １０時３０分～１１時００分

❤どきどき

３歳児幼児教室

登録制

第２・４ 火曜日 １０時３０分～１１時３０分

♪リズム体操
毎週水曜日

チャチャチャ

自由参加

１０時３０分～１０時４５分

千里山竹園児童センター館長 京江 民治

「わぁ～これなんや」
「すごいな～」
「ふ～ん、そうやったんか」子ども達の驚き、感動そして喜びがあふれます。
素敵なおもちゃや本に出会ったときに子ども達の口から思わず出る言葉。笑みがもれ、目も輝いています。
「出会い」は子ども達にとっても我々大人にとってもすごく大切なものです。素敵なおもちゃやもっともっと読みた
くなる本との出会いだけではなく、一緒にず～っと遊んでいたい、話していたい友だち、先生そして地域の方々との
出会いも子ども達の心の成長に大きな影響を与えます。
「いい出会い」は日々の生活にゆとりをもたらし、こころ優
しい子どもを育みます。子ども達が、素晴らしい人やものとたくさん出会い触れ合うことができるように、学校・家
庭そして地域が力を合わせてサポートしていきましょう。
児童センターにおいても日々の取組を通して子ども達が「いい出会い」をたくさん経験できるよう頑張ってまいり
ます。子どもは「地域の宝」です。今年度も皆様方の温かいご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

