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区内各所で避難所開設訓練の取組みが進められています。
10 月にひきつづき、11 月は区内各所で避難所開設訓練が行われました。団体間や企業との連携、学校との
協働、新たに要支援者への対応を行うなど、各地域で取組みを工夫されています。

●南中学校避難所開設訓練（11 月 8 日）
南中学校では、はじめての避難所開設訓練が行われました。
本部の役割、備蓄倉庫の位置と備蓄内容等、避難所として必要な機能
を確認したあと、防災訓練と炊き出し訓練が行われ、最後に消防署、区、
本部長からの講評で締めくくられました。

●高津地域避難所開設訓練（11 月 9 日）
午後 2 時に地震があったと想定し、各ブロックで「一時立寄所」に集
まられた後、高津小学校に集団で避難。あいにく雨がちらつくなかでし
たが、煙の中での避難体験、消火器使用体験、救出や搬送の方法の勉強、
自衛隊によるパネル展示・説明、マンホールトイレの設置、カセットボ
ンベ発電機の見学・体験などの訓練が行われました。今回は非常食に加
えて、太陽電池式 LED ライトが参加者に配布されました。

●桃園地域防災訓練（11 月 16 日）
今年も南高校で行われた桃園地域の防災訓練。昨年にも増して、地域
住民、自主防災組織メンバーを合わせて計 260 名ほどが参加しました。
今年は要支援者や訓練に参加できない人は、安否確認の用紙を家の前
に貼ってもらうなどの安否確認が行われました。自主防災組織の運営に
は、中学生が手伝って参加する姿も見られ、さまざまな世代が関われる
よう、工夫されました。

●南小学校避難所開設訓練（11 月 29 日）
第 2 回となる南小学校での避難所開設訓練は、南小学校との協働実施。
今回は 6 年生が情報部、消火・救出部、衛生・救護部、食料部、物資部
など各部の運営をお手伝いしました。消火訓練、救出・搬送訓練、車い
す訓練や起震車による地震体験、煙体験などが行われ、訓練の最後は児
童引き渡し訓練。児童は住所ごとに集まり、炊き出しのスープカレーの
試食後、親子や集団で下校されました。訓練後は反省会が行われ、来年
に向けての改善点について意見交換が行われました。

●桃谷地域避難所開設訓練（11 月 30 日）
去年まで桃谷公園で防災訓練として実施していましたが、今年は初め
て上町中学校で自主防災組織の運営も含めた避難所開設訓練を実施。地
域の方の関心も高く、参加者は昨年より大幅に増えました。広報にあた
っては、広報紙やチラシなどで周知をお手伝いさせていただいています。
3 回のワークショップで念入りに確認した成果が実り、各班の運営訓練
をスムーズに運営されました。晴天に恵まれ、雲一つない青空に向けた
放水訓練は爽快でした。

汎愛地域で企業との連携！防災講演会・ふれあいマッサージ
11 月 8 日（土）、汎愛地域で防災講演・ふれあい食事会開催。
新たに企業との連携に向けた取組みを進ませるべく、まちセンで
地域と企業のマッチングに向けたサポートをさせていただき、中央
区フィランソロピー懇談会（CFK）と連携して事業を実施しました。
株式会社パン・アキモトより、「自助」「共助」について講演会と、
非常食のパンの缶詰の試食会。同じく CFK よりマッサージ師の方を
招き、避難所生活でもできる「ふれあいマッサージ」の実演が行わ
れました。地域でも今後企業との連携を図っていきたいという声も
あがり、企業と地域連携が一歩、進みました。

桃園地域でふれあい食事会、今年も盛大に開催！
11 月 4 日（火）、桃園地域のふれあい食事会が開催されました。
薬業年金会館には、今年も 100 名以上の方が参加。区役所から、
「自
主防災のすすめ」についての講演が行われた後、ふれあいセンター
ももから、手や身体を使った脳の体操。右手、左手の親指、小指を
交互に出す動きに、
「むずかしい～！」と笑顔がこぼれる場面も。身
体を動かし、お腹がすいてきたところで、お待ちかねの、お弁当を
食べながら楽しくお話されていました。 最後に、のこぎりとピアノ
の演奏会が開催され、音色に聞き入っていたようでした。

橋洗いブラッシュアップ大作戦〜大手橋〜
11 月 1 日（土）、地域の子どもたちやお住まいの方、区役所の方な
ど合わせて約 30 名が参加し、東横堀川にかかる大手橋の橋洗いが行
われました。デッキブラシなどを使って橋の欄干や外灯、舗装面を
ゴシゴシ水洗い、積年の汚れを洗い流しました。
最後はみんなで集合写真！気分もスッキリですね！

桃谷地域で「子ども野外調理体験」を開催！
11 月 16 日（日）、桃谷地域で子ども野外調理体験が行われました。
子どもたちは朝早くから、空堀・桃谷公園に集合！まずは火を起
こさないと始まらないということで、火打ち石や火起こし機を使っ
て体験。コツがあるようで、なかなか苦戦しているようすでした！
カレーづくりは、お米を洗ったり、野菜の皮をむいたり、切った
り、煮込んだり。子どもたちが普段なかなか家で体験できない作業
です。自分たちでつくったこともあり、外で食べるカレーは格別。
最後はビンゴ大会で締めくくられました。

渥美地域で陶芸による「南幼稚園児との世代間交流」
11 月 6 日（木）、渥美地域で南幼稚園児との世代間交流事業が行わ
れました。南幼稚園の園児 35 名が陶芸に挑戦です。お皿やマグカッ
プ、来年の干支の羊の置物など自由にテーマを選び、女性会など地
域のみなさんが園児たちをサポート。地域の方のやさしさと心配り
に癒され、園児たちはにこにこ。焼き上がりは 1 ヶ月後。園児たち
はでき上がりを楽しみにしています。最後に幼稚園で採れた柿をお
じいちゃん、おばあちゃんに「ありがとう」の言葉を添えてプレゼ
ント。思い出深い一日となりました。

精華地域「猿まわし＆あめ細工を楽しもう！」で文化交流
11 月 9 日（日）、「猿まわし＆あめ細工を楽しもう！」が開催され、
南小学校の子どもたちや地域の方、親子、あわせて約 100 名が集まりま
した。精華地活協会長、南小学校長挨拶の後、日本文化紹介として猿ま
わしが行われ、数々の技に子どもたちの歓声が響きました。あめ細工で
は、目の前で作られていくさまざまな形に興味津々。フィリピンの文化
紹介では、輪ゴムをつかった遊びや竹を使ったフィリピンの踊り「テニ
クリン」が紹介され、最後は子どもたちによるお礼のダンス。あっとい
うまの二時間、楽しく賑やかに文化交流が行われました！

中大江西、桃谷、金甌で中間決算の運営委員会や説明会を開催！
今年度の上半期が終わり、中大江西、桃谷、金甌の各地活協で中間決算の運営委員会や説明会が行われま
した。年度末の作業軽減に向けて終了した事業から領収書を整理、予算の流用についても話し合われていま
す。他の地活協でも、中間決算を行うべく日程調整が進められています。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。お気軽にお声がけください。

これからの行事予定

桃園地域で「小学生も手伝える『避難所』訓練」を開催！
桃園地域では小学生を対象に防災訓練を実施します。兄弟や友だちどうしでぜひご参加ください。
12 月 21 日（日）9：00～13：30
場所：桃園会館及び桃園地域内
対象：小学 1 年～6 年（小学１、2 年は保護者同伴） 参加費：無料（昼食付）

精華地域で「ミュージックケア」を開催します！
「ミュージックケア」は、音楽療法の取組みで、歌、リズム体操、リトミック、ダン
ス、楽器演奏などを通して心身に快い刺激を与え、対人関係の質の向上や情緒の回復・
安定を図ります。大きな布や鈴や鳴子を使って音に合わせて体を動かす楽しいひとと
き、小さなお子さまとご一緒に親子で是非ご参加ください！参加費は無料です。
12 月 23 日（火・祝）、1 月 11 日（日）16：30～18：00

場所：TORII HALL 千日亭 3 階

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。

北大江地域にある大坂町中時報鐘で恒例の除夜の鐘つきを実施
釣鐘町の地名の由来となっており、1634 年に造られ、大阪のまちに時を告げてきた“時の鐘”
。大晦日の日に除
夜の鐘つきを行い、コーヒーなどを振る舞われます。近隣の方はぜひご参加ください。
12 月 31 日（水）22：30～

場所：大坂町中時報鐘（中央区釣鐘町２丁目２番先）

渥美・芦池地域「南船場子育て応援団」で企業との連携
渥美・芦池地区合同で、昨年 6 月から毎月 1 回開催されている南船場子育て応援団。来年 1 月の開催では、
中央区フィランソロピー懇談会（CFK）と協力を得て POLA THE BEAUTY 心斎橋店からハンドマッサージ講座が
開催されます。初めての方もこの機会にぜひご参加ください。
1 月 23 日（金）10：30～12：00

場所：南船場会館

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

次年度の事業計画づくりに向けて準備しましょう！
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！

