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地域の方に応援していただき、子ども達と保護者の

方の笑顔いっぱいです。これからも、幼稚園の応援

団をよろしくお願いします。３年間本当にお世話に
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センター設立準備より９年間、地域の皆さまと一緒に『より良き児童センター』を目指してまいりました。

この間、大谷館長、京江館長の下、多くの事を学ばせていただきました。このたび、三代目の館長としてそ

の重責を担うこととなり身の引き締まる思いです。百戦錬磨の両館長には及びませんが、力の限りを尽くす
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お友達をたくさん作ってくださいね。

● 防犯カメラが設置されました。犯罪のない安心安全なまちづくりを目指し

吹田市の「地域防犯カメラ設置支援モデル事業」に応募して、春日地区に防犯カメラが７台設置されました。

● 千新地区内で、大型の宅地やマンションが造成中です。登下校には十分注意しましょう！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の訓練内容としては、新たに水道部から可動式浄水機を持ち込んでいた

だき、参加者の前で汚水を飲料水に変換する実演を行っていただきました。

訓練の参加者は地区全員で４６０名でありその内、ボランティアとして参加し

ていただいたスタッフが４６名でした。昨年よりも参加者が減少したことがとて

も残念です。

神戸淡路大震災から２０年を

経過しましたが決して風化させ

ることなく、日頃からの心構え

や地域コミュニティを育てて、

未来に備えましょう。

を体験してもらうことと、地域住民が一緒になってイベントを楽しむ地域交流を

目的としています。

今年のお餅つきは、もち米を蒸すのに少し時間がかかったこともあり、おもち

を配る行列が長くなってしまいましたが、順番が回ってくると子ど

もたちは、きな粉もちや砂糖醤油に海苔を巻いたお餅を美味しそう

に食べていました。また、子どもたちの「つき手」や「もち丸め」

の体験コーナーでも楽しい時間を過ごしていました。

前日準備、当日のイベント、翌日の後片付けと

の教職員、地域のみなさんの奮闘と共に、南千里中学校の若さあふ

れる生徒の参加など、たくさんのスタッフのみなさんのがんばりが

千里新田地区の「子どもたちの笑顔」に繋がりました。
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幼稚園でのたくさんの出会いは、子ども達にとって何よりのワクワクです。

幼稚園に入って

ん…たくさんの人との出会いがありました。

たくさんの出会いとふれあいの中で、嬉しい、楽しい、悔しい、悲しい…いろいろな気持ちを感じてきた子ど

も達、心も体も大きくなりました。３月は入学・進級で、少し寂しい気持ちになりますが、４月、新しい春に、

またたくさんの出会いがありますように！！
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