






 

第８回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 1２月 10 日（月） 

作成者/ 上田 稔  

団体名/新千里桜ヶ丘自治会 

案件/  連絡・相談事項は今月ありません。               

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 

第 ８ 回新千里東町地域自治協議会理事会 

東丘校区福祉委員会 自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 12 月 09 月日（日） 

作成者/安井凖一郎 

団体名/東丘校区福祉委員会 

案件/１ 餅つき  ２ 世代間交流  ３ 賛助会員(会費)について    

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（無）   ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

１ 「餅つき大会」ご報告とお礼  

関係各位には連日の準備にまた当日は早朝よりご協力ご尽力を賜りありがとうございました 

参加者／小学校児童２４７人・未就学児童４０人・ボランティア４５人(27 人登録者含む) 

父兄１２２人(受付保護者)・一般約５６人   合計 約５１０人   

学校の先生方・ダーディズ・Ｐ．Ｔ.Ａ．・諸団体・など関係する方々に厚くお礼申し上げます  

(主催・校区福祉委員会   共催・東丘小学校 東丘公民分館 青少年健全育成協議会)  

２ 「世代間交流(昔遊び)」のお知らせ 

   日時・12 月 19 日(水) 午前 9時００分開場 午前 9時 30 分開始～12 時頃まで 

   場所・東丘小学校 ２年生使用の２教室と附近の廊下一帯 (ｺﾐｭﾆﾃｨ多目的室より変更) 

主催・東丘小学校  (補助団体)・福祉委員会 民生.児童委員  公民分館 各老人会  

   対象・東丘小学校 2年生児童 74 人と 福祉役員・民生.児童委員・八千代クラブ 

各老人会(４老人クラブ)より 5人づつ程度 他 

科目・コマ廻し．的あてゲーム．けんだま．ぼうずめくり.お手玉．かるた百人一首．折り紙など 

他に・児童が校内で育てた「大根」を収穫し、福祉委員会・民生・児童委員に各ボ 

ランティアが「大根」を使い調理した「おでん」を食しながら親交を深めます 

 (関係する各位のご協力をお願いします) 

３  賛助会員(会費)のお願いについて －個人 1口=500 円 法人 1口=5,000 円－(予告) 

   募集期間・2013 年 2 月 1日～3月 29 日 

自治会会長さま、棟幹事、代表幹事さんには特によろしくお願いします 管理組合など・各団体

ごとにまとめてご納付くださいます様お願いします 

(2013.1.中旬頃チラシも加えてご案内しますのでご協力下さい) 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 

第 8 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 12 月 13 日（水） 

作成者/ 寺村 三郎     

団体名/ 公民分館         

案件/  分館からの理事会報告                    

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）  ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 
 

 新春かるた⼤会のご案内 
新春かるた⼤会を次のとおり開催します。 
⽇時 : 1 ⽉ 27 ⽇（⽇） 午前 10 時〜12 時 
   受付 9 時 30 分から 
会場 : 東丘⼩学校多⽬的室 
内容 ： 百⼈⼀⾸ なにわことば ⽝棒 ぽけもん ドラえもん その他いろいろなかるた 
★ 参加賞 飲み物 ⽤意しています  
本⽇、掲⽰⽤チラシを準備しましたので、住⺠の皆様へのご案内をお願いします。 
 

 ⼈権講座のご案内 
⼈権講座を以下のとおり開催します。 
⽇時：2 ⽉ 16 ⽇（⼟） 午前 10 時〜12 時 
場所：新千⾥東町会館２F 集会室 
講師：恩⽥公⼦先⽣（KIMIKO Style Creation 代表） 
講座内容など詳細は調整中です。1 ⽉に案内チラシを作成します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※理事会開催日までに事前にご提出下さい 

  



 

第８回新千里東町地域自治協議会理事会 
      自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/ 2012 年 12 月 11 日（火） 

作成者/ 和田 彪 

団体名/ 防犯東丘支部 

案件/ 平成 24 年度 歳末夜警合同パトロール実施の件 

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料 ：実施要領連絡書 

 

 本年も標記合同パトロールを下記要領にて実施致しますので、よろしく 

 ご協力頂くようお願いいたします。 

 

１． 実施日 

   12 月 27 日(木)、 28 日(金)、 29 日(土)の 3日間 

２． 時 間 

   ＰＭ８：００～約 1時間、 集合は７：５０より受付 

３． 集合場所 

   東町会館１階 旧交番前 

    

   詳細は添付資料参照。 

     （各団体、自治会の防犯委員へは先に配布済です。） 

   年末の何かと忙しい時期ではありますが、ご協力いただくよう 

   よろしくお願いいたします。 

                                   以 上 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



      第 8 回 新千里東町地域自治協議会 理事会 

                    自治会･団体間 連絡・相談事項    

提出日/ 24 年 12 月 12 日 
作成者/  清水 博文            
団体名/  東町老人クラブ連絡会                 
案件/   安否確認についての効果的な方策についての勉強会           

   （自治会・団体を超えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

 内容、配布資料（有・無）  ＊箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 
１.  １１/２６（月）東町老人クラブ連絡会において高齢者の緊急時の対応についての

勉強会を開催。 
 ・桜ヶ丘シニアクラブの「緊急連絡カード」について 
 ・ガーデンヒルズの「オレンジノート」について 
   それぞれ説明を受け勉強の材料とした。 
 

２.  あかしやの丘シニアクラブでは 12/9（日）に高齢者の安否確認等について、管理

組合、自治会、民生委員に呼びかけ一堂に会して今後の効果的な方策について意見

の交換を行った。 
 
 管理組合が６５歳以上の住民の中で見守りを希望する家族の調査を１月に行う予

定。その結果が出た後、再び上記団体が一堂に会し、見守り隊の編成や今後の対応

について協議を行うこととした。 
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