大阪市中央区まちづくりセンター

Vol 17

月 刊 まちセンニュース

2015.

1

月号

12 月のトピックス

平成 27 年度の地域活動協議会補助金の事務説明会が開催されます！
平成 27 年度の地域活動協議会の事業に向けた補助金の事務説明会が下記の通り開催されます。
日時 1 回目：平成 27 年 1 月 21 日（水）14：00～

場所 中央区役所 7 階 会議室

2 回目：平成 27 年 1 月 23 日（金）14：00～
3 回目：平成 27 年 1 月 23 日（金）19：00～
議題 (1)平成 27 年度地域活動協議会補助金申請事務について
(2)平成 26 年度地域活動協議会補助金決算事務について

(3)その他

対象は地域活動協議会の役員及び実務担当者です。上記の都合の良い時間にご出席ください。また、事業計
画書・予算書の作成や補助金の申請書類の作成などについてお困りごとがあれば、お気軽に中央区まちづくり
センターまでご相談ください。

中大江西・東が合併して、中大江地域活動協議会が誕生！
12 月 16 日（火）
、中大江地域活動協議会設立総会が開催されました。中大江西地区地域活動協議会と中大
江東地域活動協議会が合併、組織の一体化により事業の効率化を目指しておられます。まちセンでは、設立
総会までの規約や体制のお手伝いさせていただきました。

地域内の交流が深まる！各地で「もちつき大会」を開催！
いずれの地域も快晴に恵まれたなか「もちつき」が行われました。

●御津 餅つき大会（12 月 6 日）
12 月 6 日（土）14：00～御津地域で餅つき大会が開催されました。
子どもたちも一緒におもちつき。おしるこにきなこもち、美味しそうにほお
ばる姿が印象的でした。会場の御津会館は大変な賑いでした。

●南船場もちつき大会（12 月 7 日）
地域活動協議会の発足を機に、昨年からはじまった渥美地域主催のもちつ
き大会。今年も南幼稚園の園児とその保護者が多数参加しました。今年もチ
ラシ作成をお手伝いさせていただきました。来年はもっと広めようと、チラ
シがまちじゅうに掲示されるようにしようといった意見が出されるなど、み
なさん来年に向けて意欲的です。

●中大江もちつき大会（12 月 7 日）
3 つのうすに、つき手はおとなから子どもまで控えています。きなこやみ
たらしなど色とりどり！味付けの準備も万端！お餅にならぶ長～い列、みな
さん自分のマイ皿、マイはしを持って参加されていました。

●もちつきフェスタ 桃園まつり（12 月 7 日）
今年 14 回目を迎えた「もちつきフェスタ 桃園まつり」。町会スタッフの
方々が作るブースには、あたたかいうどんやイカ焼き、たこやき、各種ゲー
ムもあり、数え切れないほどたくさんの方が桃園公園に。中央に用意されて
いたイスもほぼ満席状態！もちをつく地域の若手スタッフとブースを運営
する各町会や各団体、地域力が発揮されています。

●開平地域もちつき大会（12 月 13 日）
寒波の中にも関わらず、早くから、たくさんの子どもたちとお母さん、お
父さん、PTA や青少年団体、女性会の方々等地域の役員の方がスタッフとし
て集まりました。もちの種類もたくさんで、船場ならではの、こだわりの材
料をつかったお雑煮が一番人気。さまざまな企業や事業者、商店の方が、協
力し食材がそろい、準備、運営も手伝われていました。

●河原ちびっこもちつき大会（12 月 14 日）
その名のとおり、このもちつきの主役は、子どもたち。もちをついて、食
べて、公園で遊んで、最後にはクリスマスプレゼントをもらってと、朝早く
からお昼過ぎまで、大はしゃぎ。子ども連れの方もお年寄りも、おもちとお
しゃべりを楽しんでいました。

●桃谷地域「子ども餅つき会」（12 月 14 日）
空堀・桃谷公園にて行われた「子ども餅つき会」。何度でもおかわりでき
るとあって、午前 11 時の開始時間から行列が途切れることなく、最初のお
餅を食べながら 2 回目、3 回目と並んでいました。天気には恵まれましたが、
とっても風が冷たい一日。元気いっぱいの子どもたち。地域のみなさんに見
守られ、お腹もいっぱい、心も体もあたたかくなった一日でした。

11 月に引き続き避難所開設訓練の取組みが進められています。
●開平小学校避難所開設訓練（12 月６日）
小学校の土曜授業にあわせて、児童に、保護者と地域の役員の方に
加え、授業中に地震が発生した想定で開催。まず、机の下に隠れた後、
児童は校庭に避難、講堂での講演会などが行われ、避難所運営委員の
メンバーは本部開設訓練が行われました。最後に、学校から保護者へ
の児童の引き渡し訓練も行われています。校区が広く、複数の地域の
連携が欠かせない地域です。

●東平地域避難所開設訓練（12 月 7 日）
初めての避難所開設訓練でしたが、受付には多数の住民が押し寄せ、
非常にリアリティのあるものとなりました。地域の希望に応じて実施
された AED 訓練にも多数の人だかりができました。地域役員の方によ
ると、まちセンがデザインをお手伝いしたポスターを早くから掲示し
たことが効果的だったのではとのこと。最後には、災害本部長から、
今後も継続しましょうとの力強い言葉がありました。

中大江地域でクリスマスジャズコンサートを開催！
12 月 20 日（土）、中大江校下センターでクリスマスジャズコンサー
ト in 文化講演会が行われました。ご近所のお友達どうしや、赤ちゃん、
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん 3 世代で来られて
いる方など、幅広い世代の方が参加され、会場は立ち見がでるほど大
盛況。
Jazz でアレンジしたクリスマスソングやみんなが知っている有名な
楽曲を演奏。小さな子どもたちが音にあわせてダンスをしたり、笑っ
たり、自由に楽しんでいる中、逆に子どもたちのリズムにあわせて曲
をアレンジし、小さな子どもをだっこしながら歌う一幕も！ 会場が一
体となり、この日この時でしか生まれない、ライブ感あふれる楽しい
ジャズタイムでした！

南大江地域で各世代が参加する地域文化祭「たんぽぽの会」
12 月 7 日（日）、南大江地活協主催の恒例の地域文化祭「たんぽぽの会」。
小中学校との連携はもちろん、幼稚園、保育園との連携が進み、かわいいオ
ープニングの演奏からスタート！想像通り、舞台の前にはカメラマンと化し
た保護者が並んでいました。プログラムの表面、裏面には、南大江地域の地
域づくりの理念がやさしく記されています。

芦池地域でクリスマスリースづくり！
12 月 12 日（金）、 芦池地域の「芦池ローズサロン」で、クリスマスリー
スづくりが行われました。毎年、このシーズンを楽しみにされている方が多
く、今年も和やかに華やかに思い思いのリースが完成。黄金ヒバとさつま杉
をリース型オアシスに差し込んでその周りにバラやカーネーション、スイト
ピーを飾りました。同じ材料でも作り手が変われば、また違ったイメージの
作品になりました。ずっと眺めていたい・・・そんなリースがご自宅を華や
かにしてくれることでしょう。

桃園地域で担い手づくり！「小学生も手伝える『避難所』訓練」
12 月 21 日（日）、桃園地域で小学生を対象とした防災訓練が
実施されました。中央小学校下の小学生 32 名とその保護者が数
名参加！青少年 4 団体を中心としたスタッフの方約 15 名が熱心
に準備、運営されました。
学年ごとに抽選で班分けがされ、本番さながらに総務班、情
報班、避難誘導、管理、物資・食糧部、救護班に分かれて避難
所運営訓練を体験。最後にアルファ化米を使った、カレーライ
スを食べてほっと一息。
小学生から地域での関わりをつくり、地域の担い手となって
くことで、地域力が底上げされるのだと感じました。

これからの行事予定

北大江地域「あったか北大江まち祭り」
北大江地域活動協議会では、大阪国際女子マラソンの日に合わせて、北大江公園で「第 11 回あったか北大江
まち祭り」が開催されます。親子のこぎり体験やクラフト体験、まきまきパンやバームクーヘンづくり、ゲー
ム、福引などのほか、区役所、消防署等の協力で救出・搬送体験、非常食体験、消火器体験、煙中避難体験な
ども行われます。
1/25(日）正午～午後 3 時 場所:北大江公園 （雨天中止）
※会場整理などのボランティアスタッフも募集しています。
詳しくは、北大江地区まちづくり実行委員会 HP(http://kitaooe.cocolog-nifty.com/)をご参照ください。

高津地域「子ども餅つき大会＆ふれあい喫茶」
高津地域活動協議会では、連合振興町会、PTA、女性会の協力で、
「子ども餅つき大会」
を開催します。当日は「ふれあい喫茶」も同時開催、メニューを普段のパンからミニ氏
子ロールに、小学生以下は無料です。
起震車による地震体験、自衛隊による災害活動の展示、警察による自転車シミュレー
タなども行われます。
2/1（日）9:30～11:30 場所:高津小学校（東門からお入りください）
高津子ども餅つき大会…校庭(ピロティ)、高津ふれあい喫茶…１階会議室
※雨天決行（雨天の場合、一部内容の変更あり）

中央区まちづくりセンターからお知らせ

中央区まちづくりセンターがお手伝いします！
地域のいろいろな
団体とつながりたい！

？

疑問

地域活動やイベントに
たくさんの人に集まっ
てもらいたい！

課題

地域の課題解決に向け
た新たな取組みを企画
したい！

補助金申請や会計処理
について相談したい！

ご相談を

地域活動の情報や
現在の状況を知り
たい！
地活協を地域の住民に
知ってもらいたい！

中間支援組織

中央区まちづくりセンター
まちづくりセンターは、これまで地域で取組まれてきた、多様な活動を
さらに発展させるために、地活協の運営をお手伝いします。
●事業の継続と拡大
各団体で行われてきた“ふれあい喫茶”
“餅つき”
などの取組みは、参加者の増加などに対応しなが
ら、これまで同様に、地活協事業として引き続き
実施されています。

●地域固有の課題に対応した新規事業の立上げ

ここを
サポート！

放置自転車対策、子育て支援、外国籍世帯との交
流など、各地域固有の課題解決に向けて、今年度
から新たな事業がスタートしています。

●地域を超えた連携
●多様な主体の参加・交流
広く地域住民が参加した意
見交換会や企業との企画会
議の実施など、多様な主体
が参加し、取り組みが広が
っています。地活協のパン
フレットを発行したところ
もあります。（まちセンで
は、チラシ・パンフレット
の作成、インターネットで
の発信をお手伝いします。
）

！
解決

複数の地域が集まって地活協を設立したところ
や、合同で避難所開設訓練などの事業を実施する
など、地域を越えた小学校下などでの連携が進ん
でいます。

コミュニティ豊かなまちへ

次年度に向けて事業計画の立案、補助金申請をお手伝いします！
次年度の地域活動協議会の事業に向けた補助金の申請の手続きがまもなく始まります。
活動費補助金・運営費補助金を申請するためには、事業計画・予算を作成し、運営委員会や理事会等の議決
で承認が必要となります。事業計画書・予算書の作成や、次年度の事業計画づくりに向けたワークショップの
開催、補助金の申請書類の作成など、支援が必要であれば、お気軽に中央区まちづくりセンターまでご相談く
ださい。また、今年度の事業の会計、事業報告、監査のポイントについて教えてほしいなど、今年度の事業に
ついてもお困りごとがあれば、お問い合わせください。

中央区まちづくりセンター [地域活動協議会の運営をお手伝いする中間支援組織]
開館：月曜日～金曜日（土日祝休） 時間：9 時～17 時 30 分 場所：大阪市中央区役所６階
TE L 06(4708)8183 FA X 06(4708)8184 E- mail chu oku- supo rtof fice @swe et.o cn.n e.jp
Fa cebo ok ペ ー ジ https://w ww.f aceb ook. com/ chuo uku. mach isen ← 地 域 情 報 や 日 々 の 活 動 を 紹 介 ！ →

まちセンニュースでの情報告知や取材依頼があれば、まちづくりセンターまでお問い合わせください！

