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各地域活動協議会で 26 年度事業の中間報告が行われています。
今年度の上半期が終わり、各地活協で終了した事業の仮精算、中間報告が進められています。年度末の作
業の軽減、予算の流用、次年度に向けた事業の検証など、この時期に整理しておくことをおすすめします。
まちづくりセンターでは、書類のチェックや予算流用の検討など、サポートさせていただいています。留意
事項をまとめた書類も用意していますので、お気軽にお声がけください。

自ら被災し、避難所を体験した語り部による講演会が行われました。
10 月 18 日（土）、南小学校にて、防災講演会が行われました。
講師の高砂さんは、阪神淡路大震災でご自身が被災後、最大 600 名
もの方が避難した避難所をリーダーとして運営された方で、その後は、
東日本大震災で被災した気仙沼や広島市をはじめ、各地の被災現場に
ボランティアとして関わってこられた方です。ライフラインが止まっ
た避難所での、要配慮者への気配りやボランティアとの連携の大切さ、
何より、地域の主体性が大切との助言がありました。
まちセンでは、講師の紹介等、企画をお手伝いしました。
今年の避難所開設訓練は、11/29（土）10：00 から行われます。

河原地域避難所開設訓練
10 月 25 日（土）
、河原会館ではじめての避難所開設訓練が行われました。
10 時に発災、河原会館に集まり受付を済ませたら、まず、１分間机の
下に身を伏せ、自身の命を守る訓練。その後、情報班、救護班等の役割
を想定しながら訓練。
「今日は区の人たちについてもらっての訓練であっ
たが、実際は教えてくれる人がいないので、もっとスムーズにできるよ
うにしていきたい」と会長の気を引き締める言葉で総括されました。

第 5 回玉造小学校避難所開設訓練
10 月 11 日（土）、玉造小学校にて、玉造小学校避難所開設訓練が行
われました。近隣住民や福祉関係の方、近隣店舗の従業員の方々、玉
造小学校 4～6 年生までの児童など大変多くの方が参加されました。
講堂での自主防災に関する講座のほか、グラウンドでは煙体験など
の訓練メニューやアルファ化米の炊き出しが行われました。子どもた
ちの熱心に防災講座を受ける姿や、真剣に訓練に励んでいるようすが
とても印象的でした。

放水ショーに歓声！楽しみながら学ぶ、八軒家浜で防災イベント
10 月 24 日（金）、北大江地域八軒家浜周辺で防災イベントが行われ
ました。 北大江地域として初めて取り組んだイベントで、大阪府西大
阪治水事務所や中央消防署のほか、企業、NPO 等の協力を得て、
「学ぶ」
「体験する」
「楽しむ」をキーワードに、防災に関する様々なプログラ
ムで行われました。地域の防災リーダーによる可搬式ポンプ放水訓練と
消防艇「ゆうなぎ」による河川水放水訓練が同時に行われ、中之島公園
の剣先噴水と合わさった放水の共演はめずらしく、参加した住民、企業
の方、保育園児、通りがかりの方が足を止めて歓声があがっていました。

桃谷地域「空堀・桃谷ふれ愛まつり」開催！
10 月 12 日（日）、台風の影響が心配されていましたが、見事な快
晴のもと、「空堀・桃谷ふれ愛まつり」が開催されました。
上町中学校の生徒が、受付や、キックターゲット、ペタンクなどの
ゲームコーナーなどをお手伝い。各町会が協力しあって出展した飲食
コーナー、ゲームコーナーは種類が豊富で、特に射的コーナーは子ど
もたちに大人気で順番待ちの列ができました。チンドン・パフォーマ
ンスをはじめ、次から次へイベントがあり、ぽかぽか陽気のもと、1
日を通して家族や友達どうしで楽しむようすが印象的でした。

開平小学校下で「開平まつり」を開催！
10 月 12 日（日）、開平小学校で開平まつりが行われました。グラ
ウンドでは、スパゲティ、ホットドッグなどの飲食コーナーと、コ
イン落とし、ストラックアウトなどのゲームコーナーを、地域の方
や PTA の方などが手際よく運営。体育館では、的当てやプラバンで
キーホルダーづくりなどが用意され、熱中する姿が見られました。

船場まつりに合わせてイベント開催！
10 月 3 日（金）、浪華地域では、船場まつりに合わせて「振舞い
ぜんざい」が開催されました。今回は会場が卸連盟会館 1 階に変更
されましたが、開始前から変わらず列ができ、みなさん、毎年恒例
となった「振舞い」を心待ちにしている様子でした。船場センター
ビル 2 号館では、
「中央区まちのすぐれもん」2 名による講座も開催。
『中央区の歴史』についての講演と『切り絵の展示と実演』が行わ
れ、参加者を交えた、多数の質問が飛び交う盛況ぶりでした。
まちセンでは、今年もチラシ作成をお手伝いさせていただきました。

楽器のまちを活かした「北大江たそがれコンサート week」開催！
10 月 11 日（土）～18 日（土）、今年で 9 回目を迎える「北大江た
そがれコンサート week」を開催！10 月 17 日（金）に北大江公園で行
われた「野外オーケストラコンサート」ではオーケストラにハープ、
オーボエ、トランペットなどが加わり、曲に合わせて編成を変えて演
奏されました。今年は天候にも恵まれ、近隣の住民の方、仕事終わり
の会社員など、去年に増して多くの方が集まられていました。

桃谷地域で「第 5 回ももだにコンサート」開催！
10 月 25 日（土）、空堀・桃谷公園の入口付近にて、子ども向けの
曲の演奏や楽器紹介、曲名あてクイズなどが約 1 時間のプログラム
で構成された桃山学院大学吹奏楽部による屋外コンサートが行われ
ました。毎年たそがれコンサートとして夕方に実施していましたが、
地活協事業としては初めてで、昼間に開催されましたが、約 100 名
の参加で盛況。参加者も手拍子をしたり、通りすがりに立ち止まっ
て音楽を聴いて楽しんでいました。

「島之内ふれ愛フリーマーケット」開催！
10 月 26 日（日）
、今年で 14 回目となる恒例の「島之内ふれ愛フリ
ーマーケット」が開催されました。いろいろな出品に、参加者は目移
りしながら会場を行き交ってました。

玉造地域まるごと健康づくり！
10 月 4 日（土）、玉造小学校講堂にて、地域まるごと健康づくり「健康診断
の結果で何がわかるの？よくわかる健康講座」が行われました。
金谷邦夫医師による、健康診断報告書の読み方、活かし方などについてのお
話や、血圧や体脂肪、尿などの健康チェックがありました。健康に感心をお持
ちの地域の方々が多く集まり、熱心に耳を傾けているようすが見られました。

地域の資産を大切に！本町橋の橋洗い＆橋めぐりクルーズ！
10 月 25 日（土）、昨年 100 歳の年を迎え、大阪市内最古の現役橋である「本
町橋」の橋洗いが行われました。汎愛地域では、毎月第 4 土曜日に本町橋とそ
の周辺の清掃活動を行っていますが、この日も朝 10 時から地域の方が集まら
れていました。バケツに汲んだ水を流し、ブラシで橋面や欄干を丁寧に磨き、
車の排気ガスで真っ黒に汚れていた本町橋はすっかりきれいな姿へ。みんなで
協力して汗をかいたことで、地域の結束力が強まりますね。この日は特別に橋
洗い後に東横堀川にかかる橋を巡るクルーズなどもありました。

これからの行事予定

南大江地域文化祭「第９回たんぽぽの会」
南大江地域にお住まいの方が、絵画、書道、写真、陶芸、手芸などの作品展示のほか、歌や舞踊などを披
露する、南大江地域で恒例の文化祭「たんぽぽの会」が開催されます。
12 月 7 日（日） 9：30～16：00

場所：南大江小学校

※雨天決行

第 14 回桃園まつり もちつき大会
桃園地域では毎年恒例の「第 14 回桃園まつり もちつき大会」を開催。今年ももちつ
きをはじめ、食べ物コーナー、遊びコーナー、お楽しみ抽選会など盛りだくさんです。
12 月 7 日（日）10：30～14：30

場所：桃園公園

※雨天決行

第２回 南船場もちつき大会
渥美地区地域活動協議会として昨年から新規事業で取り組まれている「南船場も
ちつき大会」が、今年も引き続き開催されることになりました。
まちセンでは、昨年に引きつづき、チラシの作成や企画へのご助言をお手伝いし
ています。

年末に向けて各地でもちつき大会や歳末夜警を実施
住民間の交流を図るために、各地でもちつき大会が行われます。大阪の都心部にあっても、もちつき大会
は子どもからお年寄りまで大人気、地域住民で賑わうイベントです。
また、年末の夜間に地域を巡回し、防犯・防火の啓発活動を行うことを目的として、各地で歳末夜警が実
施されます。子どもも参加する「こども夜警」を実施している地域もあります。
それぞれの活動の詳細については、お住まいの地域の集会所までお問い合わせください。

防災訓練・避難所開設訓練が各地で行われます！
11 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。
○11 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

場所

11/16 10:00～

南高校

11/30 10:00～

上町中学校（桃谷） 2/21 10:00～

中大江小学校

11/29 10:00～

南小学校

12/7

上町中学校（東平） 3/7

南幼稚園

9:30～

10:00～

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！

