


 

第１０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 2 月１0 日（日） 

作成者/ 和田 彪 

団体名/ 防犯東丘支部 

案件/平成 25 年度防犯役員推薦・選出の御願い 

 （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 ：上記標題の御願い、及び活動内容のパンフレット  

 

防犯東丘支部では役員の高齢化が進み、そのため活動状況も年毎に心細く 

なってきている現状です。 

 ついては より支部の活性化を図り東町の安全・安心を図るため、 

自治会からの協力を得て新しい支部役員を募集いたします。 

添付しました〔防犯役員推薦・選出の御願い〕の要領で役員候補１名を 

ご推薦頂く様御願い申し上げます。 

 

                                     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） 
  



平成 25 年 2 月吉日 
        自治会長 
        様 
 

防犯東丘支部 
山地 光男 

 

平成 25 年度防犯役員推薦・選出のお願い 

 
日頃は防犯東丘支部にご協力いただきありがとうございます。 
さて、新しい年も明け、防犯東丘支部では来年度の防犯活動に向けて準備を進めている

ところですが、ご存知の通り防犯東丘支部では役員の高齢化が進み、年々活動が心細くな

る状況に至っております。そこで、東町の安心・安全のために、各自治会より協力いただ

き、自治会から役員を推薦・選出していただくことで、より支部の活性化を図りたいと考

えております。 
 お忙しい中ですが、2 月末日までに役員候補 1 名をご推薦下さいますよう、 
よろしくお願いいたします。 
 

以上 
 

お問合わせ・提出は  坂上喜代子（Ｂ4-208）（電話・ＦＡＸ  6831-5241）まで 
 

 尚、例年選出いただいています、防犯委員については、後日改めてお願の用紙を配布さ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 
 

 
 

自治会名 
（記入者） 

役員候補氏名 住所 電話 



平成 25 年 2 月吉日 
 ＯＰＨ自治会長 
 小澤 啓太郎 様 
 

防犯東丘支部 
山地 光男 

 

平成 25 年度防犯役員推薦・選出のお願い 

 
日頃は防犯東丘支部にご協力いただきありがとうございます。 
さて、新しい年も明け、防犯東丘支部では来年度の防犯活動に向けて準備を進めている

ところですが、ご存知の通り防犯東丘支部では役員の高齢化が進み、年々活動が心細くな

る状況に至っております。そこで、東町の安心・安全のために、各自治会より協力いただ

き、自治会から役員を推薦・選出していただくことで、より支部の活性化を図りたいと考

えております。 
特に、残念ながら貴自治会からは役員として一人も出ていただいていない現状です。 

地域の公平性を保つためにもよろしくご協力くださいますようお願いいたします。 
 

 お忙しいとは思いますが、下記の表に記名いただき 2 月末日までにご推薦下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 
 

以上 
 

お問合わせ・提出は 総務 坂上喜代子（Ｂ4-208）（電話・ＦＡＸ  6831-5241）まで 
   
尚、例年選出いただいています、防犯委員については、後日改めてお願の用紙を配布さ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 
 

自治会名・会長名 

役員候補氏名 住所 電話 

 

 



 

第 10 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 2 月 17 日（日） 

作成者/ 安井       

団体名/ 東丘校区 福祉委員会  

案件/  賛助会員会費集計日確認 ・ 安否確認事業(本日午後)確認    

 （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。 

 

1. 安否確認(申込登録者が対象)事業(訓練)の実施 

本 2/17 日 午後 1:30～ 東町会館集合 豊中市危機管理室、柴田氏の講演でスタート 

お集まりいただく対象の方・登録済みのご協力者 と 東丘地区民生委員(全員)の方々 

           2:00～ 豊中市へ安否確認の申込みをされた方宅へ訪問確認を実施 

終了後は東丘小学校体育館前(本部席)へご報告をいただきます (その後順次解散) 

 

2. 賛助会員会費収集のお願い 

    収納場所・東町会館 1 階集会室 (東町郵便局東隣り) 

    受付時間・午後 1時～2時      

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） 
  



 

第回１０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 ２月１３日（火） 

作成者/  寺村 三郎   

団体名/  東丘公民分館      

案件/  運営委員会報告・案内、事業報告その他       

 （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（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

１ 新春かるた大会を開催しました。 

１月２7 日（日）午前 10 時～ 分館恒例の新春かるた大会が盛況に開催しました。 未就学児～５年生までの

児童70名が参加して、学年別に競技。表彰式で締めくくりました。開催にご協力いただいた校長先生・保護者・小学

校 PTA役員の皆様にお礼申し上げます。 

２ 分館長推薦運営委員会のご報告 

公民分館長に任期（2 年）満了に伴い、新分館長推薦者を決めるための運営委員会が開催（2 月 10 日）さ

れ、現分館長を推薦することになりました。（3期目です） 

３ 期末運営委員会のご案内 

3月 24日（日） 午前 10時からコミュニティルーム Bにて期末運営委員会を開催します。平成 24年度の事業報

告と決算報告を行います。公民分館の今年度の活動状況を詳しく報告いたしますので、各団体の運営委員の皆様

に、是非ご出席いただくようご案内ください。（例年、委任状の方が多く、残念な状況にあります。） 

４ 人権講座を開催しました。 

2月 16日に人権講座を開催しました。（当日、口頭報告します） 

５ 避難所開設訓練について 

1月24日 豊中市で避難所開設訓練が行われました。東町の避難所の一つ 東丘小学校の体育館の開設訓練に

公民分館長が地域協力者として参加しました。 

訓練は、午前 8 時 45 分に震度 6 弱の地震が豊中市で観測されたとの想定で、豊中市担当職員（2 名）と地域

協力者（公民分館長）が自宅を出発。学校に集合して状況確認後、学校に設置されている防災無線で本部に報

告し訓練は終了しました。その後、防災倉庫にある用具類を確認しました。（別紙、「避難所開設要領と防災倉庫」

をご覧ください。） 

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 

※〆切理事会開催の 3 日前（金曜日） 
  



 

第 １０ 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 02 月 16 日（土） 

作成者/ 芦江 俊彦        

団体名/ ガーデンヒルズ千里中央  

案件/ 2 月度連絡・相談事項                     

 （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。 

 

連絡事項 

・4月 21 日（日）に消防訓練を実施します。 

・3月 9日（土）に第 9期理事会メンバーとの顔合わせ会を実施し、6月の総会で新体制に移行します。

・ガーデンヒルズフェスタを今年度も 5月 26 日（日）に開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 



 

追記 
 
東丘⼩ PTA 三村 
第 10 回の地域⾃治理事会ですが 
東丘⼩ PTA からのご連絡事項はございません。 

追記 
 
桜ケ丘⾃治会 上⽥ 
ご連絡事項はございません。 



      第 10 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 2 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/ 単位老人クラブ役員研修会並びに懇親会                  

   （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）  ＊箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

４つの老人クラブの役員研修会を次の通り開催いたします。 

 

・期日  ３月３０日（土）午後２時～４時 

・場所  桜ヶ丘 １階集会室 

・主催  東町老人クラブ連絡会 

・後援  東町地域自治協議会 

・内容  第１部 ４つの老人クラブの活動状況の発表 

     第２部 お茶を飲みながらの意見交換 

・参加費 一人 ３００円（当日） 

・案内先 ４つの老人クラブの役員 

    （オブザーバー） 

     ・現在、老人クラブを立ち上げ準備中の自治会（ジオメゾン。3の 3） 

     ・現在、老人クラブの未結成の自治会 

     ・校区福祉員会安井会長・中村副会長、民生委員吉山地区委員長 

     ・地域自治協議会の役員・事務局 

     ・その他 

 

 

＊ 詳細は別紙案内状をご覧ください。 
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