
 

第９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/2013 年 1 月 13 日（日） 

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 9 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/2013 年 1 月 13 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 安否確認事業実施について・② 賛助会員(会費)募集・他 

 （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 災害時重度障害者等安否確認訓練の実施について 

1 部・・・実施訓練についての講座         講師・豊中市危機管理室 

日時・2月 17 日(日) 13 時 30 分～14 時 00 分  場所・新千里東町会館 2Ｆ 

2 部・・・対象者宅訪問 安否確認実施と報告 (対象者数・217 人)(実施者 83 人予定)  

1 部に同日      14 時 05 分～15 時 30 分  場所・東丘小学校体育館前 

◎ 実施者登録の方々は 専用の名札・にぎり発電式懐中電灯・マニュアルを 

  忘れずにご持参下さい 

 

② 賛助会員(会費)募集について 

日時・1月 27 日(日) 13 時 30 分～15 時 30 分  場所・新千里東町会館 2Ｆ 

◎ 福祉ボランティア委員会・・・説明と資料配布 他 

―募集期間―・・・2/1～3/31      

―会  費― 賛助会員(個人)          1 口   500 円 

特別賛助会員(企業 団体)    1 口 5,000 円 

賛助会員(会費)3,000 円以上の納付者には所定の算式で税制控除 

制度の新設あり 

    ―自治会・管理組合・諸団体 他 関係の方々にはチラシの配布から会費の回収まで 

お手数をおかけしますが独自の啓蒙など含めてご協力下さいます様お願いしますー 

③  

 

 

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 9 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/2013 年 1 月 18 日（金） 

作成者/市川 

団体名/ローレルコートあかしやの丘 

案件/災害時の避難場所についての御相談の件 

 （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（有・○無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

※来る 1 月 27 日、あかしやのイベントとして『安心・安全についてのラウンドテーブル』を開催致し

ます。 

 ・事前の質問事項に、「どうして避難場所は東丘のみで八中は使われないのか？」が挙がりました。

 ・以前に理事会で、同様の討議があったように記憶していますが、その後、避難場所や避難経路につ

きまして、何か進展がありましたらお教えください。 

 ・現在あかしやは、管理組合と自治会別組織ですが、一体にすれば、という案も挙がりました。 

 ・今一緒に運営されているマンション様で、“よいところ”“悪いところ”について、ご意見を賜れま

  せんでしょうか？ 

    よろしくお願いします。 

 

※あかしや自治会 1月度行事の件 

  1 月 27 日 13：00～15：00 マンション 2階集会室  『安心・安全についてのラウンドテーブル』

 

 

 

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 9 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/ 25 年 1 月 14 日 
作成者/  清水 博文            
団体名/  東町老人クラブ連絡会                 
案件/   要介護高齢者施設誘致に関する要望について              

   （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（無し）  ＊箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

 私ども老人クラブ連絡会では、標題の件に関し資料集め、施設見学等を行い、要望

案にまとめ、協議会に提案をしましたところ、去る 1１月に地域づくり部会において 

また、12 月 16 日の理事会において承認をいただきました。 

 

 その後、１２月２８日に、河野会長、武藤事務局長、そして清水が豊中市長あての

要望書を豊中市に提出いたしました。 

 

 現在、担当課の健康福祉部高齢施策課から同部の部長まで稟議を行い、ついで市民

協働部コミュニティ政策室、都市計画推進部千里ニューウタウン再生推進課にも供覧

し、そして最終的に市長まで上がることになっています。 

 

 今後、この案件の実現に向けて地道に地域から要望を続けていくことが肝要と思わ

れます。 

 

（この件は、地域づくり部会の報告と重複している部分があります。） 

  

 



 

第 9 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/2013 年１月 18 日（ 金 ） 

メールで報告のあった団体（報告事項なしの団体）について一覧形式で記載

新千里桜ヶ丘自治会  上田稔 

連絡・相談事項は今月ありません。 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

東丘ダディーズクラブ  草場祥光 

東丘ダディーズクラブ主催の冬のイベント「凧揚げ大会」を 

２月１６日(土）１３時半～(予定) 東丘小学校にて開催します。 

凧に思い思いの絵や文字を描き、凧揚げを楽しむイベントです。 

昨年は児童と幼児 34 名が参加してくれました。 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

防犯東丘支部 和田  

今月は特に報告事項はありません。 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ガーデンヒルズ 蘆江俊彦 

ガーデンヒルズとしては今月は特にありません。 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

アーバンライフ自治会 大路清嗣 

今回特に連絡もしくはご相談したい事項はありません。 
 

 

 



 

第９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/2013 年１月 16 日（水） 

作成者/ 寺村 三郎     

団体名/  公民分館     

案件/   新分館長推薦運営委員会・分館事業案内            

 （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。 

 

公⺠分館⻑の任期満了に伴い、新分館⻑推薦者を決めるための公⺠分館運営委員会（委員⻑
安井さん）を、2 ⽉ 10 ⽇（⽇）午前 10 時から、コミュニティルーム B にて開催します。⾃治会・団体
の運営委員の皆様の出席をお願いします。 
公⺠分館⻑は、地元からの推薦をもとに、豊中市教育委員会が承認しその職を委嘱します。（任期
は 2 年）新分館⻑にふさわしい⽅がおられましたら、運営委員会でご提案ください。 
 
以下 12 ⽉理事会で報告済み 

 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  

 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） 
案内チラシを準備中です。間に合えば 1 ⽉理事会で配布します 
 

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 

※〆切理事会開催の 3日前（金曜日） 
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