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八尾市役所コミュニティ政策推進課内
電話072－924－3827（直通）

第 73 号
わたくしたち八尾市民は
　　1.  若い力をそだてましょう
　　1.  あたたかい心でまじわりましょう
　　1.  みどりのまちをつくりましょう
　　1.  文化財をたいせつにしましょう
　　1.  働くよろこびに生きましょう

八尾市民憲章
１. 市民一人ひとりが防災・防犯意識を高めましょう。
１. ひとを思いやるやさしさを持ち、
　　　　　　　　共に助け合う地域をつくりましょう。
１. 豊かな地域活動をはぐくみ、災害や
　　　　　　　犯罪に強いまちづくりを進めましょう。
１. 未来を担う子どもたちを犯罪から守りましょう。
１. 社会のルールを守り、地域の和を尊重しましょう。

やお安全安心憲章

【編集委員】　
委 員 長：山中　あや子（用和地区）
副委員長：森川　均（永畑校区）　田中　秀宙（高安西地区）
本田　静夫（八尾地区） 笠谷知枝子（用和地区） 梅原　和昭（山本地区）
江川　徹雄（永畑校区） 福平　　武（大正北地区） 吉井　建夫（大正北地区）　
松村　佳幸（南高安地区） 坂上　勝彦（南高安地区） 清水　千壽（赤十字奉仕団婦人部）
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市政懇談会を開催しました

11月19日（火）八尾市水道局において、八尾市自治振興委員会幹事と八尾市から大松市長をはじ
め、関係部局の職員が出席して、市政懇談会が開催されました。
今年度は「今後の地域まちづくりのあり方」をテーマに自由討論形式による意見交換が行
われました。

①町会加入促進について
②空き家の活用について
③高齢者・子どもの見守りについて
④災害に対する危機管理について
上記のご意見からも、八尾市自治振興委員会幹
事としての熱い思いが伝わってきますね！

懇談会全体にわたって、地区で行っている取り
組みに関する悩みを、参加した幹事さんの多く
が積極的に発言され、また、それを全員で共有
することで、さらなる意識の向上を図ることがで
きました。

うるおい編集委員会

森川副委員長(永畑校区)

読者アンケート

　自治振興委員会として、「もっと町会のいいところを知っていきたい！」、「発信していきたい！」という気持ちから、
『みなさまのまちの町会自慢』アンケートを作成しました。　
　なお、みなさまからいただいたご意見は、今後の町会加入促進ポスター等作成の
参考にさせていただきたいと考えています。　ぜひ、ご協力をお願いいたします。　

「みなさまのまちの町会自慢」をお聞かせください★

裏面にアンケートがございます

こんな意見がでました ふりかえり

当日の様子を
紹介します

これからの地域まちづくり
について熱い議論を

交わしました！

うるおい編集委員会

山中委員長(用和)

本号の中にみんな登場しています！

重要なお知らせ
八尾市お客様窓口（八尾市本町7-2-43）は、令和２年３月27日（金）

【新しい八尾市のお客様窓口】
受付場所　八尾郵便局（フロアー内）八尾市陽光園１－５－５
受付日時　毎月第３水曜日（祝日を除く）１０：００～１６：００

問合わせ先

〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ10階 <公式ウェブサイト> http://www.osaka-shiminkyosai.or.jp/

営業時間 ９：００～１７：３０(土日祝日除く)
大阪市民共済生活協同組合 ＴＥＬ ０６－６２０３－７０７３

０１２０ー８６６－８４４

※初回開設日は、令和２年４月15日（水）（月１回）

をもちまして、お客様窓口が変更となります。

火災共済 交通災害共済
自転車補償プラン火災保険

 

▲ 回覧板で情報収集！
回覧板や掲示板を通じて、市政情報や防犯情報など、
生活に役立つ地域情報が入ってきて便利です。

▲ 地域のイベントにも参加！
引っ越ししてきたとき、町会の方に誘っていただき、
さまざまなイベントを通じて知り合いが増えました。

▲ 夜道も安心！
夜道を一人で帰るとき、防犯灯があるので安心です。
維持管理は町会でされているということを知りました。

▲ 災害時も安心！
災害時の不安を抱いていましたが、地域の防災訓練に
参加し、地域のつながりもできて、不安が減りました。

町会では、より住みよいまちとなるよう、自分たちで
さまざまな活動に取り組んでいます。八尾市では、
町会のまちづくり活動を応援しています！

八尾市は、八尾市自治振興委員会と協働で、町会加入促進活動を実施しています。

町
会
加
入
者
の
声

助け
 支え

あ  い

みんなで

 住 め ば誰 で も ま ち の 一 員

【町会加入の問合せ】八尾市役所 コミュニティ政策推進課　電話：072-924-3827　FAX：072-992-1021

町会・自治会の
情報はこちらから
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知っていましたか？こんなことも町会活動なんです！その①知っていましたか？こんなことも町会活動なんです！その① 赤十字奉仕団婦人部の活動を紹介します赤十字奉仕団婦人部の活動を紹介します

町会加入促進活動町会加入促進活動

  「遠くの親戚より近くの他人」そんなことわざがあるように、いざというときに本当に頼りになるのは、隣
近所の方々。そしてそんな頼もしい隣近所の方々で構成されているのが「町会・自治会」です。
　じゃあ、町会活動って実際何をしているかご存じでしょうか？
　みなさんが知っているようで、実はあまり知られていない町会活動。今後、うるおい編集委員メンバーが
普段の町会活動について特集していきます。

　赤十字奉仕団婦人部では、健康な日常生活を送るための支援活動として、
日本赤十字社の先生による講演会を毎年実施し、ご自身・ご家族・地域で活かして
いただける内容を学んでいただいています。
　今回は、「もしもの時の急病対応」と題し、脳卒中、心臓病などの症状や、その予防法
の他、発症時の応急手当、心肺蘇生とAEDを用いた救命措置の方法を学びました。
　この講習で学んだ、心肺蘇生とAEDを用いた救命措置の手順をご紹介したいと思い
ます。

この他にも様々な
活動をしています！
今回はこの中から
２つをご紹介！

うるおい編集委員会

田中副委員長(高安西)

うるおい編集委員会

清水委員
（赤十字奉仕団婦人部）

町会・自治会ってどんな活動しているの？町会・自治会ってどんな活動しているの？

町会加入促進活動 地区委員会への出席 災害救助活動

レクリエーション活動 各種文書の回覧 広報板の管理

防犯啓発活動 地域清掃活動

お引っ越しされてきた方
などにお声かけをして、
町会(自治会)への加入を

促進しています。

うるおい編集委員会

福平委員(大正北)
うるおい編集委員会

福平委員(大正北)

うるおい編集委員会

本田委員(八尾)
うるおい編集委員会

松村委員(南高安)

町会(自治会)は、
住みよい地域になるよう
日々活動しています！

様々な行事・活動に
参加することで、近隣での
知り合いが増えますよ！

いざというときに助け
合える関係を構築するため、

レクリエーション活動を通じて、
地域の人と人とのつながりを

深めています。

レクリエーション活動レクリエーション活動

うるおい編集委員会

梅原委員(山本)
うるおい編集委員会

梅原委員(山本)

健康管理講演会を開催しました健康管理講演会を開催しました

①傷病者の発生
周囲の状況も確認し、安全
確認を行う。

②反応(意識)の確認
肩を軽くたたきながら、
耳元で大きな声で呼びかける

③協力者を求める
119番通報とAEDの手配を、
　　　　協力者に依頼する

④呼吸の確認
傷病者の胸部と腹部の動きを
観察する

⑤胸骨圧迫・人口呼吸
胸骨圧迫30回と人口呼吸
２回をAEDが到着するまで
繰り返す

⑥AED装着
実施すべきことが指示される
ので、それに従う

意
識
な
し

⑤と⑥を救急隊に
引き継ぐまで続ける

赤十字活動資金ご協力のお礼とご報告 これまでご協力いただいた義援金のご報告
（令和２年1月31日現在）

・令和元年台風第19号災害義援金
388,438円

　令和元年度に町会などを通じてご協力いただきまし
た赤十字活動資金は、下記のとおりとなりました。
 赤十字活動資金
　　合計14,450,222円（令和2年1月31日現在）
寄せられた赤十字活動資金は、日本赤十字社が行う地
域福祉や災害救護、防災活動等に役立てられます。
　今後も、日赤活動へのご理解とご協力をお願します。

ご協力をいただいた義援金は日本赤十字社を通じ
て、被害状況に応じて按分され、各被災県に設置さ
れた義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆
様にお届けいたします。

うるおい編集委員会

坂上委員(南高安)
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　美園地区ではスポーツ祭やふれあい祭りを始め、たくさんの
行事があります。
　仕事や行事は「段取り八分、本番（仕事）二分」と思います。
私が美園に越して30数年、みなさん本番二分のために尽力
し、その頃と顔ぶれは変わっても、バトンがうまく引き継がれて
います。
　先輩方はグランドゴルフ等、元気に練習されていますし、子ど
も達も校庭キャンプ、ひまわり教室、お話キッズ、夏休み子ども
教室等、元気に参加しています。その他にも、地域にとどまらず
活躍する「防災女性リーダー」を中心に行う防災訓練などもあ
り、様々な行事を真剣に取り組んでいる美園地区です。

通信員 からの投稿 通信員 からの投稿 

　毎月、市から配布される行政情報、講演・講座案内をまとめて
回覧板に綴じ、各組長へ配布・回覧しますが、ここに町会の行事
や出来事を入れます。
　例えば、市民スポーツ祭・防災訓練・ふれあい祭りの様子や写
真、町会でインタビューした内容（我が家のペット自慢、お引っ
越しされて来た方の紹介、町内に野生のアライグマが出た話な
ど）町会独自の情報を載せて、読んでもらえる回覧板作りをめ
ざしています。
　お陰でご近所同士の会話も増えました。

　福栄町第１町会は、子育て世代の方も多く、外で元気に遊ぶ
子ども達の姿もよく見られ、子どもの数も多いです。
　毎年5月の一斉清掃の際では、子どもも合わせて120名以
上の参加があり、また清掃後に町内の公園で行うスーパーボー
ルすくいやコイン落とし等のイベントが、子ども達の楽しみの
ひとつとなっています。
　今後も町内の皆様と共に、楽しく暮らせるまちづくりを目指
していきます。

　永畑地区は歴史あるまちで、新旧の地域住民が地域を大切
にし、安全・安心に暮らしています。地域が健全なのは、学校を
核として、地域の各種団体の方々の苦労・活躍があるからだと
思います。各地の子ども会が減少する中で、永畑地区は１５の
子ども会があり、それを支える永畑校区内の、八尾市青少年育
成連絡協議会、校区まちづくり協議会、地区福祉委員会、そし
て八尾市自治振興委員会の方々が、しっかり連携し、地域運営
や各種行事をされています。今後も、さらに若い世代に引き継
ぎ・発展させることが大切です。

　約12年前に引っ越して来た当時、子どもたちは高校生で地
域の運動会や催しにも、ほとんど不参加でした。そんな中、町会
役員を依頼されて約３ヶ月位経った頃、一緒に活動していた町
会役員さんや当時の町会長さんが引っ越しされて、町会長の役
が回ってきてしまいました。何もわからない中で、会計や書記の
役員さんには、非常にご協力いただき感謝しております。また地
域の行事や集会、スポーツ祭に参加させていただく機会も増
え、多くの方々と知り合える様になりました。
　マンションも時が経つにつれ、幼いお子様をお見受けするの
が少なくなったと実感しています。行事も、今の時代に合ったも
のに変えていく必要があると思います。任期も後少しですが、最
後まで務めさせていただきます。

　令和元年11月３日(日)、山本町北第二公園で、「第６回ふれ
あい広場」を開催しました。各団体による、おでん、ぜんざい、焼
きおにぎり、焼き芋、中華そば、イカ焼き、焼き鳥、豚汁、フラン
クフルトなどの模擬店を計11店出店しました。どれも美味し
く、売切れ続出の大好評でした。また、無料で出店した幼児用の
綿菓子、バルンアート等も大盛況でした。子ども約200人を含
めた約700人の参加があり、地域交流が深まりました。
　早朝より、準備などご尽力いただいたみなさまご協力ありが
とうございました。

高安高安

曙川曙川

志紀志紀

高安西高安西

西山本西山本

山本山本長池長池用和用和

八尾八尾久宝寺久宝寺

八尾第一八尾第一
安中安中

大正北大正北

わがまち、美園
美園地区　宮町６町会   比 嘉　みゆき

回覧板は町のタウン誌
南山本地区　山本南第７町会   辻　耕 治

楽しく暮らせるまちづくりを目指して
上之島地区　福栄町第１町会   阪 本　昭 二

住みやすいまち　永畑
永畑校区　朝日町会   浦 上　 隆

町会活動を振り返って
東山本地区　レックス八尾山本町会   澤 本　寿美栄

ふれあい広場
北山本地区   田 中　米 征

亀井地区亀井地区
竹渕地区竹渕地区

美園地区美園地区

西郡地区西郡地区

永畑校区永畑校区

南山本地区南山本地区
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上之島地区上之島地区

北山本地区北山本地区

龍華龍華
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曙川東小学校区曙川東小学校区

うるおい編集委員会
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今回の担当
地区はコチラ！

美園地区ふれあいまつり アライグマが現れた！！

第6回ふれあい広場

永畑地区市民スポーツ祭スーパーボールすくい、たのしそう！！
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　美園地区ではスポーツ祭やふれあい祭りを始め、たくさんの
行事があります。
　仕事や行事は「段取り八分、本番（仕事）二分」と思います。
私が美園に越して30数年、みなさん本番二分のために尽力
し、その頃と顔ぶれは変わっても、バトンがうまく引き継がれて
います。
　先輩方はグランドゴルフ等、元気に練習されていますし、子ど
も達も校庭キャンプ、ひまわり教室、お話キッズ、夏休み子ども
教室等、元気に参加しています。その他にも、地域にとどまらず
活躍する「防災女性リーダー」を中心に行う防災訓練などもあ
り、様々な行事を真剣に取り組んでいる美園地区です。

通信員 からの投稿 通信員 からの投稿 

　毎月、市から配布される行政情報、講演・講座案内をまとめて
回覧板に綴じ、各組長へ配布・回覧しますが、ここに町会の行事
や出来事を入れます。
　例えば、市民スポーツ祭・防災訓練・ふれあい祭りの様子や写
真、町会でインタビューした内容（我が家のペット自慢、お引っ
越しされて来た方の紹介、町内に野生のアライグマが出た話な
ど）町会独自の情報を載せて、読んでもらえる回覧板作りをめ
ざしています。
　お陰でご近所同士の会話も増えました。

　福栄町第１町会は、子育て世代の方も多く、外で元気に遊ぶ
子ども達の姿もよく見られ、子どもの数も多いです。
　毎年5月の一斉清掃の際では、子どもも合わせて120名以
上の参加があり、また清掃後に町内の公園で行うスーパーボー
ルすくいやコイン落とし等のイベントが、子ども達の楽しみの
ひとつとなっています。
　今後も町内の皆様と共に、楽しく暮らせるまちづくりを目指
していきます。

　永畑地区は歴史あるまちで、新旧の地域住民が地域を大切
にし、安全・安心に暮らしています。地域が健全なのは、学校を
核として、地域の各種団体の方々の苦労・活躍があるからだと
思います。各地の子ども会が減少する中で、永畑地区は１５の
子ども会があり、それを支える永畑校区内の、八尾市青少年育
成連絡協議会、校区まちづくり協議会、地区福祉委員会、そし
て八尾市自治振興委員会の方々が、しっかり連携し、地域運営
や各種行事をされています。今後も、さらに若い世代に引き継
ぎ・発展させることが大切です。

　約12年前に引っ越して来た当時、子どもたちは高校生で地
域の運動会や催しにも、ほとんど不参加でした。そんな中、町会
役員を依頼されて約３ヶ月位経った頃、一緒に活動していた町
会役員さんや当時の町会長さんが引っ越しされて、町会長の役
が回ってきてしまいました。何もわからない中で、会計や書記の
役員さんには、非常にご協力いただき感謝しております。また地
域の行事や集会、スポーツ祭に参加させていただく機会も増
え、多くの方々と知り合える様になりました。
　マンションも時が経つにつれ、幼いお子様をお見受けするの
が少なくなったと実感しています。行事も、今の時代に合ったも
のに変えていく必要があると思います。任期も後少しですが、最
後まで務めさせていただきます。

　令和元年11月３日(日)、山本町北第二公園で、「第６回ふれ
あい広場」を開催しました。各団体による、おでん、ぜんざい、焼
きおにぎり、焼き芋、中華そば、イカ焼き、焼き鳥、豚汁、フラン
クフルトなどの模擬店を計11店出店しました。どれも美味し
く、売切れ続出の大好評でした。また、無料で出店した幼児用の
綿菓子、バルンアート等も大盛況でした。子ども約200人を含
めた約700人の参加があり、地域交流が深まりました。
　早朝より、準備などご尽力いただいたみなさまご協力ありが
とうございました。
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高安西高安西

西山本西山本
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八尾第一八尾第一
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大正北大正北
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回覧板は町のタウン誌
南山本地区　山本南第７町会   辻　耕 治

楽しく暮らせるまちづくりを目指して
上之島地区　福栄町第１町会   阪 本　昭 二

住みやすいまち　永畑
永畑校区　朝日町会   浦 上　 隆

町会活動を振り返って
東山本地区　レックス八尾山本町会   澤 本　寿美栄

ふれあい広場
北山本地区   田 中　米 征

亀井地区亀井地区
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美園地区ふれあいまつり アライグマが現れた！！

第6回ふれあい広場

永畑地区市民スポーツ祭スーパーボールすくい、たのしそう！！
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　刑部小学校区に住んで約１５年。夫婦共働きの為、地域のイ
ベントにも参加せずに過ごしてきましたが、この度縁があって
自治振興委員を任されることになりました。
　私の様な自治振興委員初心者にとっては、目の前の役割を
事務的にこなす事が精一杯で、気が付いたら次の方にバトンを
渡す事になり、なかなか地域の改善点を考えて実行する事が出
来ません。ただ一つ言えるとするなら、年々高齢化が進む中、若
い世代の地域との関わり方、それぞれの世代が分け隔てなく積
極的に関わる事が出来る様な活動が必要
なのではないかと思います。そういった点
で自治振興委員の役割は町会の人々の
つながりを作ることだとも思いました。
　私も自治振興委員の任期を経て、今後
は自分が出来る事を考えながら、地域の
方々と関わっていきたいと思います。

　子ども会加入促進の取り組みの一環として、曙川東小学校
区自治振興委員会でキンボールスポーツを取り入れました。
　そのキンボールスポーツを使って、曙川東小学校で、「キンボ
ールスポーツ大会」を開催しました。プレイヤーの子どもたち
は、ルールが分からずに最初は戸惑っていましたが、ルールを
理解した途端、動きが良
くなり、楽しく過ごすこ
とができていました。
　子ども会加入者の減
少傾向に、少しでも歯止
めをかけるために曙川
東小学校区自治振興委
員会は、何でも挑戦して
いこうと思います。

　西郡天神社の発展・向上のために、地域では、神社内の清
掃や、初詣などの行事に向けた準備など様々な活動を行って
います。
　本年度は、新元号「令和」を記念し、氏子様から黒石磨の
雄雌牛（撫牛）を左右一対の撫牛として寄贈していただき、
神社の大改修も行いました。
　撫牛一対型は全国でも珍しく、学業成就・無病息災・家内
円満を願う参拝者が撫でておられます。神社にお参りの折には、
撫牛の恩恵を感じ取っていただければと思います。

　町会長を担った当初は戸惑いましたが、区長や地区委員長か
ら声をかけていただき、今では各行事に参加しています。恩智
神社の祭礼、成人病予防会の住民健診、見守り等、様々な行事
を通じ、子どもたちが地域の方々に見守られ成長していること
を感じます。
　令和元年11月４日に実践、（簡易担架や消火器の使い方、煙
中避難訓練等）を踏まえた防災訓練を実施し、小学生含め約
130名の参加がありました。今後、この防災訓練で学んだこと
を活かし、町会のみなさまと共に明るく安心安全なまちになる
様、協力していきたいと思います。

町会の人々のつながりを作る自治振興委員
刑部小学校区　刑部住宅第４町会   藤 友　 博

笑顔で大盛り上がり！キンボールスポーツ大会
東弓削第２町会   髙 橋　正 明

「西郡（錦織 )天神社」について
西郡地区　桂町１・２西町会   吉 田　 清

今後も町会のみなさまと共に
南高安地区　西町北町会   西 林　 茂

　生まれも育ちも八尾、77年前に産声を上げ、現在、竹渕西５
町会の町会長を務めております。
　わが町会では、過去から比べると、年間の行事は減ってしま
いましたが、現在でも、草刈り機やスポーツ祭で使用する屋根
付きのテントを寄贈いただくなど、町内の事業所からの協力も
いただきながら、様々な活動を行っております。
　近く防災訓練が開催されます。今後も有事に備えて、活動し
ていきたいと思っております。

　大正南地区は八尾市の一番南の端、大和川と八尾空港の狭
間にあり現在約4,800世帯が住んでいます。
　私の住む太田地区では毎年恒例のだんじり祭りが秋に開催
され、青年団を中心に老若男女一緒に楽しんでいます。祭りは
地域住民の絆を繋ぎ、住民とまち全体が成長できる行事では
ないでしょうか。
　今後も町会行事に携わり、住みよいまちづくりに貢献したい
と思っております。自治振興委員長の仕事は大事です。今後も
ご支援ご協力お願い申し上げます。

　八尾市に住んで50年。地域の先輩方にお世話になった恩返し
が出来たらと、今は自治振興委員や路上喫煙マナー向上推進員等
忙しい日々です。
　私ごとですが「笑いヨガ」を始めて６年になります。最初は自分
の健康のために始めたのですが、今では高齢者ホームなどでのボ
ランティアとして、尺八、ハモニカによる演奏と併せ、「笑いヨガ」を
広めています。そのようなことを、自分の生きがいとして頑張って
いけたらと張り切っています。
　高齢の方も進んで地域のサークルに参加してお友達を作りまし
ょう。ははは、イエーイ、ほほほ、と手拍子で始まるお金も場所もい
らない「笑いヨガ」、皆さんもいかがですか。きっとたのしくなるは
ず。いつかいっしょにやりましょう。きっと心も「うるおい」ますよ。

 亀井地区では、何事にも熱心に活動する中、大震災の発生を
前提に、亀井小学校での「避難所運営マニュアル」を完成させ、
運用訓練をしています。具体的には、平成30年12月に防災訓
練（消火・煙中体験・炊き出し訓練）を、平成31年2月に可搬式
ポンプによる放水訓練を実施しました。
　昨今発生した大雨・台風による土砂崩れ・河川の決壊氾濫や、
平成30年７月にリフォームした亀井地区福祉会館の小学校以
外の避難所としての有効活用について、マニュアルに追加して
いく必要性を強く感じ、今後も推進していきます。

生まれも育ちも八尾、今ではわがまちの町会長
竹渕地区　竹渕西５町会   中 山　勝太郎

住みよいまちづくりをめざして
大正南地区　太田巽町会東   竹 嶋　達 雄

私の高齢対策
龍華校区植松地区　東太子１丁目町会   古 里　源 三

福祉会館の避難所運営マニュアルを
亀井地区　北第１町会   浜 岡　重 男

お名前 (　　　　　　　　　　　　　)　　ご連絡先 (　　　　                        　　　　　　　　　　　 　　)
ご年齢 (　　　) 代　

１．町会に入っていてよかったと思う瞬間

２．私たちの町会のいいところ

※ご記入いただたエピソードについて、詳しくお伺いさせていただく場合がございます。

　すべての記載が終わりましたら、あなたが所属する町会の町会長もしくはお近くの出張所へお渡しください。ご協力ありがとうございました。

提出期限：令和２年7月17日（金）まで

にしこおり

みがき

なでうし

煙中体験のようす

雄の撫牛 消化器の使い方を学んでいます。

キンボールスポーツ大会のようす

年間行事の1つ！ みんなで溝掃除
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　刑部小学校区に住んで約１５年。夫婦共働きの為、地域のイ
ベントにも参加せずに過ごしてきましたが、この度縁があって
自治振興委員を任されることになりました。
　私の様な自治振興委員初心者にとっては、目の前の役割を
事務的にこなす事が精一杯で、気が付いたら次の方にバトンを
渡す事になり、なかなか地域の改善点を考えて実行する事が出
来ません。ただ一つ言えるとするなら、年々高齢化が進む中、若
い世代の地域との関わり方、それぞれの世代が分け隔てなく積
極的に関わる事が出来る様な活動が必要
なのではないかと思います。そういった点
で自治振興委員の役割は町会の人々の
つながりを作ることだとも思いました。
　私も自治振興委員の任期を経て、今後
は自分が出来る事を考えながら、地域の
方々と関わっていきたいと思います。

　子ども会加入促進の取り組みの一環として、曙川東小学校
区自治振興委員会でキンボールスポーツを取り入れました。
　そのキンボールスポーツを使って、曙川東小学校で、「キンボ
ールスポーツ大会」を開催しました。プレイヤーの子どもたち
は、ルールが分からずに最初は戸惑っていましたが、ルールを
理解した途端、動きが良
くなり、楽しく過ごすこ
とができていました。
　子ども会加入者の減
少傾向に、少しでも歯止
めをかけるために曙川
東小学校区自治振興委
員会は、何でも挑戦して
いこうと思います。

　西郡天神社の発展・向上のために、地域では、神社内の清
掃や、初詣などの行事に向けた準備など様々な活動を行って
います。
　本年度は、新元号「令和」を記念し、氏子様から黒石磨の
雄雌牛（撫牛）を左右一対の撫牛として寄贈していただき、
神社の大改修も行いました。
　撫牛一対型は全国でも珍しく、学業成就・無病息災・家内
円満を願う参拝者が撫でておられます。神社にお参りの折には、
撫牛の恩恵を感じ取っていただければと思います。

　町会長を担った当初は戸惑いましたが、区長や地区委員長か
ら声をかけていただき、今では各行事に参加しています。恩智
神社の祭礼、成人病予防会の住民健診、見守り等、様々な行事
を通じ、子どもたちが地域の方々に見守られ成長していること
を感じます。
　令和元年11月４日に実践、（簡易担架や消火器の使い方、煙
中避難訓練等）を踏まえた防災訓練を実施し、小学生含め約
130名の参加がありました。今後、この防災訓練で学んだこと
を活かし、町会のみなさまと共に明るく安心安全なまちになる
様、協力していきたいと思います。

町会の人々のつながりを作る自治振興委員
刑部小学校区　刑部住宅第４町会   藤 友　 博

笑顔で大盛り上がり！キンボールスポーツ大会
東弓削第２町会   髙 橋　正 明

「西郡（錦織 )天神社」について
西郡地区　桂町１・２西町会   吉 田　 清

今後も町会のみなさまと共に
南高安地区　西町北町会   西 林　 茂

　生まれも育ちも八尾、77年前に産声を上げ、現在、竹渕西５
町会の町会長を務めております。
　わが町会では、過去から比べると、年間の行事は減ってしま
いましたが、現在でも、草刈り機やスポーツ祭で使用する屋根
付きのテントを寄贈いただくなど、町内の事業所からの協力も
いただきながら、様々な活動を行っております。
　近く防災訓練が開催されます。今後も有事に備えて、活動し
ていきたいと思っております。

　大正南地区は八尾市の一番南の端、大和川と八尾空港の狭
間にあり現在約4,800世帯が住んでいます。
　私の住む太田地区では毎年恒例のだんじり祭りが秋に開催
され、青年団を中心に老若男女一緒に楽しんでいます。祭りは
地域住民の絆を繋ぎ、住民とまち全体が成長できる行事では
ないでしょうか。
　今後も町会行事に携わり、住みよいまちづくりに貢献したい
と思っております。自治振興委員長の仕事は大事です。今後も
ご支援ご協力お願い申し上げます。

　八尾市に住んで50年。地域の先輩方にお世話になった恩返し
が出来たらと、今は自治振興委員や路上喫煙マナー向上推進員等
忙しい日々です。
　私ごとですが「笑いヨガ」を始めて６年になります。最初は自分
の健康のために始めたのですが、今では高齢者ホームなどでのボ
ランティアとして、尺八、ハモニカによる演奏と併せ、「笑いヨガ」を
広めています。そのようなことを、自分の生きがいとして頑張って
いけたらと張り切っています。
　高齢の方も進んで地域のサークルに参加してお友達を作りまし
ょう。ははは、イエーイ、ほほほ、と手拍子で始まるお金も場所もい
らない「笑いヨガ」、皆さんもいかがですか。きっとたのしくなるは
ず。いつかいっしょにやりましょう。きっと心も「うるおい」ますよ。

 亀井地区では、何事にも熱心に活動する中、大震災の発生を
前提に、亀井小学校での「避難所運営マニュアル」を完成させ、
運用訓練をしています。具体的には、平成30年12月に防災訓
練（消火・煙中体験・炊き出し訓練）を、平成31年2月に可搬式
ポンプによる放水訓練を実施しました。
　昨今発生した大雨・台風による土砂崩れ・河川の決壊氾濫や、
平成30年７月にリフォームした亀井地区福祉会館の小学校以
外の避難所としての有効活用について、マニュアルに追加して
いく必要性を強く感じ、今後も推進していきます。

生まれも育ちも八尾、今ではわがまちの町会長
竹渕地区　竹渕西５町会   中 山　勝太郎

住みよいまちづくりをめざして
大正南地区　太田巽町会東   竹 嶋　達 雄

私の高齢対策
龍華校区植松地区　東太子１丁目町会   古 里　源 三

福祉会館の避難所運営マニュアルを
亀井地区　北第１町会   浜 岡　重 男

お名前 (　　　　　　　　　　　　　)　　ご連絡先 (　　　　                        　　　　　　　　　　　 　　)
ご年齢 (　　　) 代　

１．町会に入っていてよかったと思う瞬間

２．私たちの町会のいいところ

※ご記入いただたエピソードについて、詳しくお伺いさせていただく場合がございます。

　すべての記載が終わりましたら、あなたが所属する町会の町会長もしくはお近くの出張所へお渡しください。ご協力ありがとうございました。

提出期限：令和２年7月17日（金）まで

にしこおり

みがき

なでうし

煙中体験のようす

雄の撫牛 消化器の使い方を学んでいます。

キンボールスポーツ大会のようす

年間行事の1つ！ みんなで溝掃除
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発　行
八尾市自治振興委員会
八 尾 市 赤 十 字 奉 仕 団
八 尾 市 本 町 1 － 1 － 1
八尾市役所コミュニティ政策推進課内
電話072－924－3827（直通）

第 73 号
わたくしたち八尾市民は
　　1.  若い力をそだてましょう
　　1.  あたたかい心でまじわりましょう
　　1.  みどりのまちをつくりましょう
　　1.  文化財をたいせつにしましょう
　　1.  働くよろこびに生きましょう

八尾市民憲章
１. 市民一人ひとりが防災・防犯意識を高めましょう。
１. ひとを思いやるやさしさを持ち、
　　　　　　　　共に助け合う地域をつくりましょう。
１. 豊かな地域活動をはぐくみ、災害や
　　　　　　　犯罪に強いまちづくりを進めましょう。
１. 未来を担う子どもたちを犯罪から守りましょう。
１. 社会のルールを守り、地域の和を尊重しましょう。

やお安全安心憲章

【編集委員】　
委 員 長：山中　あや子（用和地区）
副委員長：森川　均（永畑校区）　田中　秀宙（高安西地区）
本田　静夫（八尾地区） 笠谷知枝子（用和地区） 梅原　和昭（山本地区）
江川　徹雄（永畑校区） 福平　　武（大正北地区） 吉井　建夫（大正北地区）　
松村　佳幸（南高安地区） 坂上　勝彦（南高安地区） 清水　千壽（赤十字奉仕団婦人部）

編
集
委
員
の
紹
介

市政懇談会を開催しました

11月19日（火）八尾市水道局において、八尾市自治振興委員会幹事と八尾市から大松市長をはじ
め、関係部局の職員が出席して、市政懇談会が開催されました。
今年度は「今後の地域まちづくりのあり方」をテーマに自由討論形式による意見交換が行
われました。

①町会加入促進について
②空き家の活用について
③高齢者・子どもの見守りについて
④災害に対する危機管理について
上記のご意見からも、八尾市自治振興委員会幹
事としての熱い思いが伝わってきますね！

懇談会全体にわたって、地区で行っている取り
組みに関する悩みを、参加した幹事さんの多く
が積極的に発言され、また、それを全員で共有
することで、さらなる意識の向上を図ることがで
きました。

うるおい編集委員会

森川副委員長(永畑校区)

読者アンケート

　自治振興委員会として、「もっと町会のいいところを知っていきたい！」、「発信していきたい！」という気持ちから、
『みなさまのまちの町会自慢』アンケートを作成しました。　
　なお、みなさまからいただいたご意見は、今後の町会加入促進ポスター等作成の
参考にさせていただきたいと考えています。　ぜひ、ご協力をお願いいたします。　

「みなさまのまちの町会自慢」をお聞かせください★

裏面にアンケートがございます

こんな意見がでました ふりかえり

当日の様子を
紹介します

これからの地域まちづくり
について熱い議論を

交わしました！

うるおい編集委員会

山中委員長(用和)

本号の中にみんな登場しています！

重要なお知らせ
八尾市お客様窓口（八尾市本町7-2-43）は、令和２年３月27日（金）

【新しい八尾市のお客様窓口】
受付場所　八尾郵便局（フロアー内）八尾市陽光園１－５－５
受付日時　毎月第３水曜日（祝日を除く）１０：００～１６：００

問合わせ先

〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ10階 <公式ウェブサイト> http://www.osaka-shiminkyosai.or.jp/

営業時間 ９：００～１７：３０(土日祝日除く)
大阪市民共済生活協同組合 ＴＥＬ ０６－６２０３－７０７３

０１２０ー８６６－８４４

※初回開設日は、令和２年４月15日（水）（月１回）

をもちまして、お客様窓口が変更となります。

火災共済 交通災害共済
自転車補償プラン火災保険

 

▲ 回覧板で情報収集！
回覧板や掲示板を通じて、市政情報や防犯情報など、
生活に役立つ地域情報が入ってきて便利です。

▲ 地域のイベントにも参加！
引っ越ししてきたとき、町会の方に誘っていただき、
さまざまなイベントを通じて知り合いが増えました。

▲ 夜道も安心！
夜道を一人で帰るとき、防犯灯があるので安心です。
維持管理は町会でされているということを知りました。

▲ 災害時も安心！
災害時の不安を抱いていましたが、地域の防災訓練に
参加し、地域のつながりもできて、不安が減りました。

町会では、より住みよいまちとなるよう、自分たちで
さまざまな活動に取り組んでいます。八尾市では、
町会のまちづくり活動を応援しています！

八尾市は、八尾市自治振興委員会と協働で、町会加入促進活動を実施しています。

町
会
加
入
者
の
声

助け
 支え

あ  い

みんなで

 住 め ば誰 で も ま ち の 一 員

【町会加入の問合せ】八尾市役所 コミュニティ政策推進課　電話：072-924-3827　FAX：072-992-1021

町会・自治会の
情報はこちらから


