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千新まち協 検索 

2 月 ウェルカムパーティ(児) 6 日 高齢クラブ総会 9 土 地域教育協議会総会 第１水曜日 子育てサロンのびのび

6 金 小学校入学式 12 土 連合自治会総会 15 金 防犯パトロール 第１土曜日 せんしん交流会

9 月 中学校入学式 17 木 ３）青対総会 16 土 まち協役員会 第２土曜日 土曜WAKU２クラブ

10 火 幼稚園入園式 19 土 青対スタンプラリー 17 日 青対デイキャンプ 第３土曜日 あそびのひろば

15 日 グラウンドゴルフ(公・連合) 19 土 まち協総会 第３土曜日 アドプトロード清掃

20 金 青パト講習会 25 金 ４）児童センター総会 毎月１１日 AEONイエローレシート

21 土 まち協役員会 26 土 福祉委員会総会

28 土 １）体振総会 26 土 春季３世代グラウンドゴルフ

28 土 ２）防犯総会

28 土 春日はるまつり

４　月 ５　月 ６　月 毎　月

千新地区行事予定 

１）体振…体育振興会 ２）防犯…防犯協議会  
３）青対…青少年対策委員会 
４）児童センター…児童センター管理運営協議会 

(公)…公民館 (児)…児童センター  

≪  かわら版編集委員の突撃インタビュ～ ≫ 

 

～千里新田小学校有明校長先生と千里新田幼稚園山本園長先生の巻～ 

 

Ｑ１ 千里新田校区に赴任して来られ一年、千新の子どもたちはいかがですか？ 

校長：皆、明るく行儀が良い素晴らしい子たちです。「誰にも負けない！」と 

自分に自信を持って頑張ってほしいなぁ～！ 

園長：しっかりした子どもたちです。子ども目線で一緒に楽しく遊んだので、 

園長として直ぐに受け入れてくれ、嬉しかったです❤ 

 

 

Ｑ２ この千里新田地域はいかがですか？ 

校長：素敵な地域ですね。まちづくり協議会が全ての団体をまとめ、それでいて風通しが良い。いろんな年齢、個

性的な人がたくさんおられ、子どもたちや地域のために一生懸命にやってくださるのがすごい！！ 

園長：園児が減るなか公立幼稚園の良さをと、アピールに頑張った１年でした。話を聞き、お力をかしてくださる

皆様にこの地域の温かさを感じました。 

 

Ｑ３ 地域の私たちが学校・幼稚園に協力できることは？ 

校長：困っている子には「どうしたん？」と声掛けを、頑張っている子には「え 

えやんか！」と応援をしてやってください。地域の方も保護者も何かあれば 

話しに来て下さい。一緒に考えましょう！ 

園長：朝の見守りや青パト、地域に守られていることに感謝です。常に気にかけて 

もらっている安心感があります。これからもよろしくお願いいたします。 

Ｑ４ 子どもの頃の夢は？ 

校長：電車の運転手 ➔ 吉田拓郎にあこがれフォークシンガー ➔鍛えた体でプロレスラー（背筋力 260kg） 

➔ 教師  教師が俺の天職やぁ～
．．．．．．．．．．

（＾◇＾） 

園長：美容師を夢見てお人形遊び ➔ アイドル目指しスター誕生ごっこ ➔ 体育の先生➔ 幼稚園の先生 

 

 

Ｑ５ スポーツ万能の校長先生、園長先生 その輝かしき経歴は… 

校長：小学～高校は水泳部、大学～45歳はラグビー、その後は吹田ラグビーで指導者、今は熱心な 

ラグビーサポーター「釜石 最高～！」（その熱烈な応援の勇姿はNHKでも紹介されました） 

３０代まで逆三角形▼のナイスボディで、水泳、バスケット、ラグビー、サッカー、 

ソフト、陸上といろんなスポーツで活躍。市長旗杯で各種目のメダル保持者。 

園長：中学時代は初恋の男の子と同じ器械体操部。バク転、バク宙が得意で市長旗杯で床、跳馬は３位。高校はテ

ニス部。大人になってジャズダンス。市のリズム体操フェスティバルでは、幼稚園の先生仲間で創作

ダンスを披露。歌やダンスが得意で、今もピンクレディーは踊れます！
．．．．．．．．．．．．．．．

 

 

★★ 地域の素敵な方をご紹介する企画がスタートしました♪次はどなたのお話が聞けるかお楽しみに ★★  

 

有明志郎校長先生 

山本百合園長先生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 月刊せんりあさひくらぶ 2 月号に「子どももちつきフェスタ」 

の様子が掲載されました。 

● 吹田市役所では住民の安全 

を守り安心して暮らせるように 

と各小学校区に１５台ずつの防 

犯カメラを３年間で設置工事が 

進行中です。千里新田小学校区 

も今年２月末で工事は終了し、 

当地区の安心安全を見守ってい 

ます。きっと皆さんの近くにも 

ありますので電柱を見上げて探 

がしてみてください。 

● 新入園、新入学、 

進級おめでとうござ 

います。新しい生活 

に早くなれてたくさ 

んおともだちを作れ 

ますように！ 

４コマまんが 

千里新田小学校 児童 

 

全市一斉合同防災訓練 

 

   １月２１日(日)市民全員が参加する「全市一斉合同防災訓練」

が実施されました。今年は晴天に恵まれ大勢の住民の方が２次避難所である千里

新田小学校に集合し、つみき遊園に格納してある可搬式消防ポンプを連合自治会

防火部による放水を行い、子どもたちも参加し楽しんでいました。元吹田市消防

長の俊まち協理事の講話を聴いた後、春日消防団の指導で水消火器の実射訓練を

行い最後に福祉委員会が用意したあたたかい 

ぜんざいに満足して帰路につきました。 

当日お世話いただいたまち協の役員ほか、受付 

等で活躍された各団体の皆様ご協力ありがとう 

ございました。災害はいつ発生するかわかりま 

せん。今年の反省を踏まえながらさらに充実し 

た訓練となるように努力を誓う関係者でした。 

   紙ヒコーキ大会 

2 月 18 日(日)に千里新田小学校体育館にて「親子で作ろう！よく飛ぶ紙ヒコ

ーキ」を開催しました。寒い時期ですが例年好評の青対の行事です。いつもの「紙

ヒコーキおじさん」の先生がいない中、今年は千新地区の「紙ヒコーキお姉さん」 

が子ども達に分かり易くレクチャー！低学年の子ども達も 

上手に折っていました。高学年の子ども達の中には、自分 

なりのアレンジを加えオリジナリティあふれる紙ヒコーキ 

を作る子も…。何よりもお子様と一緒に参加された保護者 

の方々が一番張り切っておられたような…。きっと童心に 

帰って楽しまれたことと思います。最後には学年に分かれ 

飛距離を競いました。保護者や地域の方々も参加され大い 

に盛り上がりまし。最高記録は 17m38cm。平昌五輪のよ 

うに金メダルも授与されました。 

参加者 89 名（児童 46 名、保護者 24名、幼児 2 名、ス 

タッフ 17 名）笑顔いっぱいのイベントでした。 

 

第６回 

春日はるまつり 
フリーマーケットと飲食店 

 

日時：４月２８日（土） 

10：00～15：00 

（小雨決行） 

場所：春日会館 

（吹田市春日3丁目1-13） 

主催：春日推進協議会 

青少年対策委員会主催 



    

 今年最後の参観は、『劇遊び』を見てもらいました。ひとつのお話の世界をクラスみんなで楽しむ『劇遊び』

では、絵本をもとに、登場人物は？セリフは？この時はどんな気持ちかな？など、みんなで考えながらオリジ

ナルのお話を作っていきます。劇の中の道具もみんなで考えながら作ったりお話の中でいろいろな表現を楽し

んだりしながら、５歳児がクラスの中心になって毎日取り組んできました。この日まで頑張ってきた子ども達、

たくさんのお客さんにいっぱいの拍手をしてもらい、嬉しそうな表情でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

 

「新入生を迎える会」 

 

冬の 2 月 6 日（火）に、千里新田小学校６年生を招待し、 

「新入生を迎える会」を生徒会執行部が企画して行いました。 

校内見学をした後、体育館で「中学校生活について」の説明

や「クラブ活動の紹介ビデオ」を見ました。熱心に耳を傾け、

クラブ紹介では興味津々、集中して見ていました。 

「質問コーナー」では、勉強のこと・定期テストのこと・ 

クラブ活動のことなど、多くの質問がありました。 

このかわら版が発行される頃には、ピカピカの中学１年生に

なっていることと思います。 

中学生の時期は、青春真っ只中。心も体も大きく成長します。 

『君たちは地上の星。南千里中学校でさらに輝け！！』 

動物達は、森の中に一軒の

家を見つけました 

『ブレーメンの音楽隊』 

♪ブレーメンに行こうよ、

みんなで行こうよ…♪ 

『さるかにがっせん』 

早く芽を出せ、柿の種』 

サルの家では、みんながサ

ルの帰りを待っていました 

 １月末に、５年生が宿泊学習（滋賀

県）に行きました。スキー実習や、雪

遊びをして楽しみました。 

 卒業を控えた６年生が、中学校生活に向けていろんな交流や

行事に取り組みました。３月１９日に卒業式しましたが、いつ

までも千里新田地区の子どもたちですので、地域のみなさん、

今まで以上によろしくお願いいたします。 



吹田市立千里山竹園児童センター

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
　　℡/Fax　06-6338-6150
    　http：//sentake.jp/

※土・日・祝日も開館しています

☆使用証を必ず持ってこようね♪　　  　詳しくは児童センターのホームページを

☆お菓子･おもちゃ･お金は持ってこないでね♪  　ご覧ください。

☆センターの広場で遊ぶときは、運動靴で遊ぼうね♪  　使用証交付申請書、各種申込書

　 などもダウンロードできます。

　（http：//sentake.jp/）

平成29年4月1日より「使用証」が新しくなっています。（2020年3月31日まで有効）

≪児童センターの利用には「使用証」が必要です。≫

必ず「使用証」を持たせて下さい。

【毎月の行事】

≪４月≫ 　２日　ウェルカムパーティー ★おはなし会  偶数月第３日曜日　

１４日　プラ板づくり ★パパと遊ぼう電車の日   毎月第４日曜日　

≪５月≫ １２日　スポチャン大会 ★こども会議　毎月　２回　

≪６月≫ １０日　おはなしスペシャル 【フラフープ検定】　　小学生対象

１１日　子どもの歯の健康のはなし ≪５月≫ 　　 ６～８日、１８～２０日

１６日　わっかぞうりづくり ≪６月≫ 　　 ４～６日、２８～３０日

２０日　防犯教室 ４じ３０ぷん～５じ

２４日　0歳のおちんちんケア

≪帰宅時間等のお約束は、大丈夫ですか？≫

≪「使用証」の申請手続きをお願いします。≫

〔春の行事予定〕

また、ご家庭から児童センターまでの道順もご確認お願いします。

子どもたちが不安にならないよう、来館前に各家庭でお子様との約束をお願いします。

緊急時、迅速に保護者の方と連絡が取れますよう、お子様の来館時には、

「何時まで　遊んでいていいの？」「一人で帰るのかな？お迎えがあるのかな？」など

また、住所や連絡先電話番号の変更がございましたら、「変更届」の提出をお願いします。

お子様のケガや体調不良などを連絡させていただく場合があります。

「使用証交付申請書」をご記入いただき、児童センターに提出してください。

～　保護者の皆さまへおねがい　～

平成30年　春号

指定管理者

 ≪児童センターでのお約束≫

  4月～9月　午前10時～午後6時

10月～3月　午前9時30分～午後5時30分
入園・入学・進級おめでとうございます

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

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

10時半～1時間 10時半～1時間

〔ちいさいおともだちのあつまり〕

※くわしい内容は、児童センターまでお問い合わせ下さい

※春休み・夏休み・冬休み・祝日はお休みです

チャチャチャ よちよち ぴょんぴょん

　月  火  火  水
第1・3

金
第２・４

金

あかちゃん広場 どきどき うきうき

千里山竹園児童センター 
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