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9 月のトピックス

9 月は敬老月間、高齢者のための各種行事が区内各所で開催！
道仁地域では、9 月 13 日（土）に恒例の敬老会を開催。早くからお越しになるお年寄り、それを朝早くか
ら準備して出迎える役員や女性会の方々。今年も多数の方が参加し、多数の演出で盛り上がりました。
玉造地域では、第 34 回玉造敬老演芸会が開催されました玉造小学校の講堂に高齢者や地域の役員の方が
集い、玉造敬老演芸会が行われました。第 1 部の式典では、金婚招待者のご紹介、記念品贈呈などが行われ、
第 2 部では、東警察署より、
「高齢者交通安全教室」が開かれました。そしていよいよ第 3 部の「玉造老人 3
クラブ対抗カラオケ歌合戦」、3 クラブ代表の方々が出演され、応援隊のみなさんのかけ声の中、日頃の練習
の成果を発揮されていました！
大宝地域では、9 月 18 日（木）に恒例の地域最大のイベント「大宝敬老会」が行われました。毎年、地域
にある中華料理店の大成閣の大広場を使って開催されています。ステージを使っての民踊に詩吟部の発表、
女性部の方々からはハワイアンフラダンスの発表、そして手品の披露やカラオケ大会があり、お祝いの場で
あると同時に地域交流の 1 年間の集大成の場となっています。

今年初めての高津まつり、子どもから大人まで参加して大盛況！
9 月 14 日（日）、高津小学校で高津まつりが開催されました。地域住民とのふれあいや各種団体の親睦の
場、地域の新たな人材発掘のためにと、青少年三団体から提案された初めてのイベントです。今年 6 月から
実行委員会を開き、準備を積み重ね、前々日の夜から PTA や高校生も入って設営、当日には連合振興町会、
女性会などスタッフが 130 名ほどに。皆さんでこの日に合わせて作られたお揃いのＴシャツを着用。背中の
イラストは、高津小学校の卒業生、文楽の豊竹咲寿大夫さんが描かれた高津地域のオリジナルです。
校庭にはたこ焼き、焼きそば、からあげや射的に缶たおしなど縁日コーナーがずらりと並べられた他、市・
区、警察、消防署などの協力で、缶バッチづくりや自転車運転の体験コーナー、白バイ・ミニパトの展示、
消防車と高所作業車に乗る体験なども。高津小出身で大日本プロレスの関本大介選手らとの力くらべや、大
阪プロレスの選手によるプロレス教室では、負けん気で挑む元気いっぱいの子ども達の姿がありました。
好天にも恵まれ、最後まで人手が途切れることなく大盛況。高津宮や高津理容美容専門学校、黒門市場な
ども協賛いただいており、地域全体を上手く巻き込みながら作り上げられたお祭りでした。
まちセンで広報や参加者アンケートの整理などをお手伝いさせていただきましたが、参加者からの意見を
踏まえて次年度の開催に向けての反省点などの話し合いが早速進められました。

『地域活動協議会会長会』が開催されました！
9 月 17 日（水）に地域活動協議会会長会が開催されました。年度末の事務作業軽減のための仮精算、有効
な予算活用、次年度の事業計画立案及び今年度の事業検証等について、区から提案されたのちに、意見交換
をしました。事務手続きについて地域の負担軽減などのご意見がありましたので、今後とも地域の状況に応
じて支援に務めていきたいと思います。

聴覚特別支援学校や中学校･幼稚園と連携、南大江避難所開設訓練
9 月 20 日（土）午前 10 時、発災！昨年に大々的に行われた南大江避難所開設訓練は、会場を昨年の南大
江小学校から聴覚特別支援学校に移して、次世代を担う東中学校や支援学校の生徒との連携や要援護者の支
援をテーマに開催されました。当日受付を行った避難者は 558 名。運営メンバー等を合わせると約 700 名が
訓練に参加。町会ごとに集団避難してくる方に加え、幼稚園や保育所、福祉施設等も。また、小さな子ども
を抱えたご家族が遅れながらも参加するなど、昨年以上に防災意識の高まっていることがうかがえました。
訓練は、まず、受付、次に体育館に集まり、災害に関する講演を受けたあと、グラウンドに移動、グルー
プに分かれて、けむり体験、バケツリレー、消火器訓練を行いました。聴覚特別支援学校の生徒や子どもた
ちは最初グラウンドで消防訓練を行ってから、体育館に移動し、子ども向けのわかりやすい説明に手話通訳
をまじえて、災害に関する講演を受けました。簡単な内容ではありませんが、真剣に聞いている生徒たちの
ようすが印象的でした。訓練の最後には消火班による可搬式ポンプでの消火訓練が行われました。
最後に消防署長、区長、南大江地活協会長より、
「災害時の適切な対応のためには訓練が必要」
「訓練を通
して災害時も日常の連続のような対応ができるように」
「地域がひとつになって訓練を行ったことが大切で、
さらに若者に参加、協力をしてもらいたい」との講評がありました。
大人数、そして多様な方が参加する中、まちセンでは校内での移動のサポート等させていただきました。

精華地域でフィリピンフェスティバル開催
精華地域では、フィリピンと日本の文化紹介などを通した文化交流
会「フィリピンフェスティバル」が開催されました。
「日本生まれ、日
本育ちのフィリピンの子どもたちのためにもフィリピンのことを伝え
たい」との思いで、フィリピンの学校生活や、各地で行われているフ
ェスティバルの様子が紹介され、その後、日本の文化紹介として豊来
家玉之助さんより傘まわしなどの太神楽を披露していただきました。

地域活動協議会の取組み紹介

汎愛地域で企業や住民との連携強化に向けた取組みスタート！
汎愛地域活動協議会では、11 月 8 日の防災訓練に合わせて中央区フィランソロ
ピー懇談会（CFK）と連携し、ふれあいマッサージを行うことになりました。汎
愛地域では、地域内に多数立地する企業との連携を深めていくことが課題となっ
ていたため、8 月 25 日に開催した中央区地域活動協議会活性化セミナー『地域の
輪を広げましょう！～企業との交流～』に参加されて実現に至ったものです。
また、マンション等も年々増加していくなかで、みなさんが気軽に集まれる居場
所づくり、住民どうしお互いが支え合える地域を目指した様々な活動を紹介すべく、
汎愛ニュースを発行しました。汎愛ニュースでは、7 月 5 日に開催された『あさが
おフェスタ』の結果報告とともに、年間の行事予定について紹介されています。
まちセンでは、広報資料の作成、企業とのマッチング等をお手伝いしています。

これからの行事予定

北大江たそがれコンサート Week 2014！
北大江地域では、地域内には弦楽器やリード楽器など８軒ほどの楽器工房、楽器
商が集まり、地域の企業や商店、住民とともに 2006 年より毎年秋に開催されている
『北大江たそがれコンサート week』
。今年も秋の夜長に音楽を満喫してください。
10/11(土)～18(土) 北大江地域(天満橋駅南側)一帯
※日時、場所等の詳細はホームページで確認ください。 http://kitaoe.jp/

島之内ふれ愛フリーマーケット！
道仁地域では、毎年 700 名以上が参加する大好評の「島之内ふれ愛フリーマーケット」を今年も開催。射的
などのゲームコーナー、飲食コーナーなどもありますので、近隣にお住まいの方はぜひご参加ください。
平成 26 年 10 月 26 日（日）正午～４時

場所：中央会館

昨年 100 周年を迎えた本町橋の橋洗いを今年も開催！
汎愛、中大江西地域で、本町橋の橋洗いが行われます。昨年発足した本町橋 100 年会主催の橋上展覧会「本
町橋 いま・むかし」、大阪商工会議所主催の「橋洗い＆橋めぐりクルーズ」も同時開催されます。
平成 26 年 10 月 26 日（日）10：00～11：00 本町橋橋洗い 11：00～11：30 本町橋クルーズ
11：30～12：30 本町橋欄干への資料展示

橋洗いブラッシュアップ大作戦〜大手橋〜！
中大江西地域では、大手橋の橋上や欄干などをデッキブラシなどで水洗いが行われます。中大江西地域にお
住まいの方は、ぜひご参加ください。
平成 26 年 11 月 1 日（土）午前 10 時～11 時

場所：大手橋

※小雨決行（荒天中止）

精華地域で「猿まわし＆あめ細工」！
精華地域では、サウスイーストアジアコミュニティ協会と協働で、外国人居住者に日
本文化に触れてもらい、地域の文化交流を促すために、昨年にひきつづき「猿まわし＆
あめ細工」が行われます。
平成 26 年 11 月 9 日（日）午後３時～ 場所：南小学校

南小学校で防災活動講演会を開催！
大宝、御津地域では、『阪神大震災の経験に学ぶ～現場では何が起こり、何が必要か？当時一線で必死に取
り組んだ語り部のお話～』と題して、防災活動講演会を開催いたします。阪神淡路大震災では地元住民として
避難所の運営に携わり、東日本をはじめ被災地に出向いてボランティアとして活躍する高砂 春美さんの貴重
なお話です。南小学校での避難所開設訓練の企画にあたり、もっと危機感をもたねばとの声から実現しました。
平成 26 年 10 月 18 日（土）午後２時～４時

場所：南小学校

防災訓練・避難所開設訓練が各地で行われます！
10 月以降も区内各所で防災訓練や避難所開設訓練の取組みが行われます。防災訓練・避難所開設訓練に向
けては、ワークショップや意見交換会などにより体制を充実させるなど、着々と準備が進められています。
○10 月以降に開催予定の防災訓練・地域避難所開設訓練
日時

場所

日時

※日時が変更になる場合があります。
場所

日時

10/11 10:00～

玉造小学校

11/9 14:00～

高津小学校

12/7

10/24 10:00～

八軒家浜周辺

11/16 10:00～

南高校

2/21 10:00～

中大江小学校

10/25 10:00～

河原会館

11/29 10:00～

南小学校

3/7

南幼稚園

11/8

南中学校

11/30 10:00～

上町中学校

13:30～

9:30～

場所

10:00～

上町中学校

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！

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！

？

疑問

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！

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！

ご相談を

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

年度末の実績報告の作業軽減のために、26 年度事業の仮精算をしませんか？
区からの地域活動協議会の補助金は、年度末に実績報告が必要です。
完了した事業から随時、会計や必要な資料のとりまとめを行っておくと、年度末の実績報告の作業が軽減さ
れるとともに、予算の執行状況を把握することができます。
事業の報告資料のとりまとめ作業についてお困りのことがありましたら、中央区まちづくりセンターまで気
軽にご相談ください。また、先日開設した中央区まちづくりセンターのホームページでも、
「地域活動協議会
事務処理のポイント」を閲覧することができますので、ご活用ください。

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！

