発行日
201９.４.5
No. ４８
発 行:千里新田地区まちづくり協議会 http://www.senri-shinden.jp/ 広報委員会

千新まち協

検索

＜地域公共交通・コミュニティバス＞について
千里新田まちづくり協議会理事

西澤甚一郎

待望の「乗合交通実証実験」が、２月１６日(土)から２週間実施
されました。一昨年秋の市のアンケート調査に基づいて、予算が
ついてようやく行われたものです。
乗車のデータやそのアンケート調査の結果はこれから集計され、
他に実施される地域アンケートと共に検討されますが、数回乗車
した私の見る限り多数の乗客があり、ルート沿いの地域住民の皆
さんに大変喜ばれたものと思っています。
次の段階では、
“ルートの設定”
“停留所は設けられるか”
“車種は
どうするのか”など多くの課題があり、府の茨木土木・陸運局・
警察などの同意がなければ市の試行案はできません。
そこで４月７日に行われる知事・府議選、２１日の市長・市議選
で当選された方々には、是非とも上記の諸課題を解決され一日も
早く“私たちのまちに地域生活を守る公共交通コミュニティバス
の実現を！”と強く望んでいます。

≪ タウンミーティング ≫
3 月 3 日(日)公民館で吹田市主催の南千里中
学校区のタウンミーティングが開催されました。
後藤市長が地域に出向いて、直接住民の意見要望を聴き、その場
で市長が分かりやすい言葉で説明し、意見交換を行うものです。
会場には５０名以上の地域住民が参加し、自治会や地域諸団体、
また、個人からもいろいろな意見・要望の声があがりました。小
学校区の見直しや春日会館の使い方についての意見や春日に派出
所をとの要望等、地域に密着した熱気あふれる意見交換が行われ、
あっという間に予定の９０分が終了しました。
安心・安全な住みよいまちにしたいとの住民の声がしっかりと市政に届きますように！
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1 月 ウェルカムパーティ(児)

11 土 連合自治会総会

1 土 三世代グラウンドゴルフ 第１水曜日 子育てサロンのびのび

5 金 小学校入学式

12 日 高齢クラブ総会

8 土 地域教育協議会総会

8 月 中学校入学式
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10 水 幼稚園入園式
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グラウンドゴルフ(公・連合)

青対総会

14 金

青対スタンプラリー

15 土 まち協役員会

18 土 まち協総会
４）

19 金 青パト講習会

25 土

20 土 まち協役員会

25 土 福祉委員会総会

27 土

１）

27 土

２）

体振総会
防犯総会

27 土 春日はるまつり

※行事予定は変更となる場合があります。

2)

児童センター総会

16 日

防犯パトロール

３）

青対魚つり

第１土曜日 せんしん交流会
第２土曜日 土曜WAKU２クラブ
第３土曜日 あそびのひろば
第３土曜日 アドプトロード清掃

22 土 いどうミュージアム(児) 毎月１１日

AEONイエローレシート

１）

体振…体育振興会 ２）防犯…防犯協議会
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
３）

(公)…公民館

(児)…児童センター

(連合)…連合自治会

全市一斉合同防災訓練
平成３０年は何かと災害の多い年でした。大阪北部地震、秋の台風２１号と
北摂には大きな傷跡を残す結果となりました。阪神淡路大地震の教訓を忘れな
いために例年実施されている全市一斉合同防災訓練が１月２０日(日)に行われ
ました。千里新田地区連合自治会を中心にまちづくり協議会が主体となり、可
搬式消防ポンプ車による消火訓練、小学校消火栓による消火訓練のあと春日消
防団の指導による消火器操作訓練を行い、今年は
車載ジャッキによる家具の下敷きになった人の救出
訓練を実施しました。日頃から自分の車のジャッキ
のある位置の確認とその使い方の大切さを改めて
知ることが出来ました。
最後にぜんざいの炊き出しを参加者
全員で美味しくいただいて訓練を
≪ジャッキアップ訓練≫
終了しました。

青少年対策委員会主催

親子で作ろう！よく飛ぶ紙ヒコーキ
2 月 24 日（日）、青少年対策委員会主催の「紙ヒコーキ」のイベントを千里新田
小学校体育館にて開催しました。毎年このイベントには保護者の参加も多く、こど
もたちといっしょに折り方の実演を見ながら「よく飛ぶ紙ヒコーキ」作りに挑戦！
「山折りの次は、谷折りにして…」と少し難しい折り方もありましたが、困ってい
る児童にはスタッフが優しくお手伝いを。
「3 年連続の参加なので、今年こそ遠くま
で飛ばしたい！」とよく飛ぶコツをスタッフに聞いて回るママもおられました。
最後に行われる「飛行距離を争う大会」に向けて、大人も
こどもも練習に熱が入り、体育館の天井まで届きそうなく
らい、色鮮やかにたくさんの紙ヒコーキが舞っていました。
大会は、低学年・高学年・保護者の部に分かれて行い、好
成績者にはメダルの授与もあり、大いに盛り上がる楽しい
取組となりました。大会の結果は、青少年対策委員会のホ
ームページに掲載していますのでご覧ください！
≪参加者数 児童３４名、保護者２１名、幼児６名、スタッフ２５名≫
第７回

春日はるまつり
フリーマーケットと飲食店

日時：４月２７日（土）10：00～15：00（小雨決行）
場所：春日会館
主催：春日推進協議会

●

吹田市では、大雨や台風、地震などの災害情報や避難勧告等の避難
情報を地域住民へ迅速かつ確実に一斉に伝達するための防災行政無
線の整備を行っており、３月に千里新田地区公民館にも設置されま
した。災害発生時の避難情報だけでなく、毎日午後５時には、皆さ
んおなじみの「埴生の宿」のメロディが流れます。
良い子は家路を急ぎましょう♪

● わかたけ子供会では、会員を募集しています。
お問い合わせは kodomokaikasuga@gmail.com までお気軽に
どうぞ！

４コマまんが
千里新田小学校 児童

今年最後の参観は、『劇遊び』を見てもらいました。いろいろなお話ごっこを楽しんできた子ども達。
これだ！という絵本を選び、クラスのみんなと相談して作りあげてきました。５歳児を中心にお話を進めてい
く中で、
「役がわかる衣装がいる」「お話をするナレーターがしたい」「ここはみんなで言うところ」など、必
要な物を話し合ったり、セリフを話し合ったりしてきました。当日はお客さんもいっぱいで、緊張していまし
たが、自分達で作り上げたオリジナルの劇を見てもらう喜びと、達成感を味わった子ども達でした。
おばけの世界でいろいろな遊び
を楽しみます。

『めっきらもっきら
どおん どん』
みんなと気持ちと音を合わせて

『わんぱくだんの

合奏しました。

おんがくかい』

【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

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。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。

１月末に、５年生が宿泊学習（滋賀県）に行
きました。今年は雪不足でしたが、スキーは
できました。よかった！
。

３学期は、各学年
いろいろなことに取り組みました。

１年生 百人一首大会

２年生 デートＤＶ講習会

３年生 保育実習

２月８日（金）
文化委員や国語係が準備や運営を
行いました。クラス対抗でとても
盛り上がりました。クラス内での
協力もできたし、他クラスとの交
流もはかることができました。

２月２１日（木）
ＤＶサポートセンターの方々のわ
かりやすいプログラムで、「交際
相手からの暴力」の未然防止だけ
でなく、総合的なＤＶ防止対策を
学ぶことができました。

２月２６日（火）～２８日（木）
元気いっぱいの園児たちに笑顔を
もらって、生徒た
ちも楽しい時間を
過ごすことができ
ました。

平成3１年 春号
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
℡/Fax 06-6338-6150
http：//sentake.jp/
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
※土・日・祝日も開館しています

千里山竹園児童センター
入園・入学・進級おめでとうございます

≪児童センターでのお約束≫
☆使用証を必ず持ってこようね♪
☆お菓子･おもちゃ･お金は持ってこないでね♪
☆センターの広場で遊ぶときは、運動靴で遊ぼうね♪

～

保護者の皆さまへおねがい

詳しくは児童センターのホームページを
ご覧ください。
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/）

≪「使用証」の申請手続きをお願いします。≫
水色の使用証（２０１７年４月１日～２０２０年３月３１日有効）をお持ちでない方は、
「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。
≪児童センターの利用には「使用証」が必要です。≫
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。
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
必ず「使用証」を持たせて下さい。
また、住所や連絡先電話番号の変更がありましたら、「変更届」の提出をお願いします。
≪帰宅時間等のお約束は、大丈夫ですか？≫
「今日は何時まで遊んでもいいの？」「一人で帰るのかな？お迎えがあるのかな？」等
お子様が不安にならないよう、来館前に各家庭でお約束をお願いします。
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。
【毎月の行事】
〔春の行事予定〕
≪４月≫ １日 ウエルカムパーティー
★パパと遊ぼう電車の日
第４日曜日
8～１３日 あそび紹介ウィーク
★こども会議
月２回
≪５月≫１１日 なわとび大会
★ミュージックベルクラブ
月２回
１６日 ０歳のおちんちんケア
【フラフープ検定】
小学生対象
≪６月≫ ９日 おはなし会
≪5月≫
６～８日
２１日 防災教室
１８～２０日
４時３０分～５時
２２日 ビックバンの
≪６月≫
３～５日
いどうミュージアム
２８～３０日
２９日 わっかぞうり

幼児教室
月

第1・3

第２・４

火

火

水

第1・3

第２・４

金

金

あかちゃん広場

うきうき

どきどき

チャチャチャ

よちよち

ぴょんぴょん

0歳
自由参加

２歳 ※１
自由参加

３歳 ※２
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

11時～３０分間

11時～４５分間

11時～15分間

11時～45分間

11時～45分間

※１ <２歳児

Ｈ２８年４月２日～Ｈ２９年４月１日生>

※２ <３歳児 Ｈ２７年４月２日～Ｈ２８年４月１日生>

