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NPO法人緑・ふれあいの家 

（緑地域活動協議会） 

理事長 久木 勝三 

広報委員会 

大阪市鶴見区緑 3-3-3 

電話（06) 6915-6333 
Verde 

 

 

 

◆前方不注意 ⇒9520 万円の賠償命令 

（神戸地裁 2013 年 7 月） 

坂道を下ってきた小学校 5 年生の自転車が

歩行中の 62歳女性と衝突。女性は意識不明。 

◆信号無視 ⇒5438 万円の賠償命令 

（東京地裁 2007 年 4 月） 

信号を無視した 37 歳男性の自転車が横断歩

道を歩行中の 55 歳女性と衝突。女性は死亡。 

◆無灯火 ⇒3000 万円の賠償命令 

（大阪地裁 2007 年 7 月） 

歩道上で無灯火の 15歳少年の自転車が歩行

中の 62歳男性と正面衝突。男性は死亡。 

◆携帯電話 ⇒5000 万円の賠償命令 

（横浜地裁 2005 年 11 月） 

徒歩で帰宅中の女性に、携帯電話の画面を見

ながら自転車に乗っていた 16 歳少女が後ろ

から衝突。女性は首などを強打し、手足にし

びれが残る。 

◆危険な横断 ⇒禁錮 2年判決 

（大阪地裁 2011 年 11 月） 

60 歳男性の自転車が安全確認せずに渋滞の

切れ目から道路を横断。その自転車を避けた

タンクローリーが歩道に乗り上げ男性 2 人

と衝突。男性 2人は死亡。 

 

自転車事故の加害者、またはその保護者に

「高額賠償」や「実刑」を命ぜられた判例を

調べてみました。 

あなたは、 

「自転車だから……」「子どもだから……」

と、軽く考えてはいませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもから大人まで、誰もが気軽に乗って

いる自転車を交通社会の一員として安全に

利用するには、 

 

一、車道の左側を通行。 

一、歩道は歩行者優先。車道寄りを徐行。 

一、道路交通法の順守。 

自転車＝法律上は軽車両 

飲酒運転・信号無視・一時停止無視 

二人乗り・並走・夜間無灯火・などは 

道路交通法違反です。 

一、子どもはヘルメットを着用。 

  専用子ども乗せ自転車でも同様。 

 

せめてこのルールだけでも守り、ゆっくり

気をつけて走れば自転車事故被害はかなり

減らせますし、自分が加害者になる確率も

下がります。 

自転車に乗る前に、高額賠償事例・府下の

自転車事故件数を思い出し、ルールを守っ

てください。 

また、万一の時に備えて自転車保険（損害

賠償保険）への加入をお勧めします。月々

の掛け金が手軽なものや高額賠償に対応し

たものなど、保険各社より多様なプランが

出回っています。 

 
 

 高齢者向けのおしゃれ

なデザインのヘルメッ

トもあるよ！ 

鶴見警察で聞いてね！ 
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7月 19日と 20日の両日にわたって、「緑納涼盆おどり大会」が繰り広げられました。 
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両日とも開始前には雨も止み、ドリン

ク・おでん・焼きそば・当てものなど

のお店が並び、夕刻から徐々に人が集

まってきました。鶴見商業高校ダン

ス部のパフォーマンスでスタート。
昨年に引き続き華麗で迫力のあるダン

スを披露していただきました。 

そして、いよいよ緑納涼盆おどり大会

の顔「若井ぼん師匠」の司会と唄で
盆おどり本番となり、師匠十八番の

「レゲエ河内音頭」で盛り上がるこ
ろには踊りも周りの観客も最高潮。 

緑の子ども達も「盆おどりは毎年楽

しみ～！」と大はしゃぎ。「ここで同

窓会！」と話す声も聞かれました。 

主催者である久木理事長と区役所を代表して

萩副区長のあいさつ、つづいて留学生の紹介

がありました。その後、踊りの輪はさらに

広がり盆おどり大会は夜遅くまで続きました。

近隣地域からも大勢の方々が来場され、緑地域

の皆さんと一体になり楽しく踊り、無事に終

了となりました。 

中国、ミャンマー、ラオス、アルゼンチン、ウ

ズベキスタン、サウジアラビア、カンボジア 

インドネシア、マレーシア、ラオス、ドミニカ、

ケニア、セネガルの 13か国 15名の留学生の皆

さん。お互いデジカメで撮りあったり踊りの輪

に加わったり、とても楽しんでいました。 
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盆おどり大会の準備は約 1 ヶ月前から各団体役員

の手により始まります。 

売店等で使用する道具・備品の確認、洗浄、景品や

などの買い出し、食材の買い付け・発注や、業者に

よる櫓（やぐら）建て、看板取り付け、水道・電気

の工事の立会いも行います。テント建ては団体役

員・各町会役員により櫓周りと東側売店コーナーの

2 回に分けて行い、2 日前には女性会や子ども会・

指導員で提灯を取り付け、櫓には紅白の幕で化粧

し、前日には机などを運び会場の設営をします。 

一方、踊りの準備も万端！ 老若男女、子どもまで

皆楽しく踊れるのは練習の成果。約 1 ヶ月前から女

性会の指導のもとにどなたでも参加できる練習会

を行っており、子ども会や地域の皆さんも練習に励

んでいました。 

本番当日の 2日間は各売店の運営、防犯部員による

会場と周辺の警備活動、理事による来賓接待などな

ど…。 

両日とも終了後は道具をすべて会場から撤収する

作業が夜遅くまで続きます。 

2日間の盆おどり大会が終わった翌日には、早朝か

ら会場の掃除、テント・机・椅子などの撤収、道具

の洗浄・後片付けを行います。 

 

皆様が毎年楽しみにしている「緑・納涼盆おどり大

会」は、たくさんの人達のご協力により成り立って

いることを 今回少しご紹介させいただきました。 

 

城東区から毎年楽しみ

に来ています。町会の踊

りの会の方から情報を

頂いています。 

2日とも来ますよ！ 

毎年来ていますよ！ここは

会場が広くて踊りやすいで

すね。この場で練習タイム

があればもっとみんな踊れ

るんじゃないかな？ 

旭区から毎年参加させて

もらってます！生歌で踊

れるのがいいですね。 

「今年もお会いできましたね！」 

もっとたくさんの人に一緒に踊っていただ

きたいと思い、まずは近隣地域からご来場の

常連さんにお話を聞かせていただきました。

皆さんと気持ちよくお答えくださいました。 
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 開催日    行事（事業）名  開催場所 

毎週日曜日 ふれあい喫茶 緑ふれあいの家 

毎週水曜日 子ども見守り隊 通学路要所 

毎週木曜日 緑ふれあいランチサービス 緑ふれあいの家 

毎月第２日曜日 緑・ふれあい市 緑ふれあいの家 

毎月第３火曜日 囲碁、将棋の会 緑ふれあいの家 

毎月第３木曜日 子育てサロン 緑福祉会館 

毎月第４木曜日 ステップ教室、介護予防事業 緑ふれあいの家 

偶数月第２土曜日 緑・いどばたクラブ 緑ふれあいの家 

奇数月第４日曜日 地域一斉清掃活動 緑地域全域 

適時 地域防犯パトロール 緑地域全域 

9/6（土）16：00～ 鶴見区民まつり前夜祭 ハナミズキホール一帯 

９/７（月）10：00～ 鶴見区民まつり ハナミズキホール一帯 

9/20（土）10：00～ 緑敬老会 みどり小 体育館 

９/２７（土）14：00～ 鶴見区子ども会交通安全教室 関目自動車学校 

10/19(日)9:00～ みどり健康フェスタ みどり小学校 

11/2（日）10：30～ 鶴見区子ども文化祭＆バザー 区民センター大ホール 

11/9(日)8:00～ ライオンズ秋季球技大会 緑地コミュニティ広場 

11/23(日)9：00～ オータムチャレンジスポーツ 緑地中央噴水前集合 

11/24(月)9：00～ 区制 40周年記念ウォークラリー 緑地中央噴水前集合 

11/未定 大阪市鶴見区親善魚釣り大会 未定 

11/未定 区民ハイキング 京橋駅前広場集合 

 

◆自転車盗にご注意ください！◆ 

鶴見区では自転車盗が多発しています。

自転車から離れるときは必ず鍵をかけ

ましょう！鍵は盗られにくいシリンダ

ー錠に付け替えるか、鍵を 2つ以上かけ

て被害にあわないようにしましょう。 

NPO 法人緑・ふれあいの家ホームページ http://midorihureainoie.jimdo.com/ 
フェイスブック・ブログもあります。「ＮＰＯ法人緑・ふれあいの家」で検索していただくか、ホームページからご覧ください。 

 

緑地域最大のイベント『納涼盆お

どり大会』が行われ、夏休み最初

の休日を彩りました。 

今回は、お祭りを支える裏方の皆

さんにもスポットをあてて取材し

ました。多くの人が関わりそれぞ

れ分担された中、たくさんのチカ

ラで運営されていることを実感し

ました。 

緑地域以外から毎年参加されてい

る方々にもお話を伺いました。楽

しくお読みいただきましたか？ 

私は、みどり小学校ＰＴＡ広報委

員から早十五年、その間いろいろ

な形で広報に携わってきました。

そして、現在地域の広報活動を担

う一員です。新聞づくりは大変で

すが、出来上がった時の喜びは格

別です。魅力はいろいろあります

が、編集作業では、パソコンも使

いこなせるようになりました。い

ろいろな場面で生かせるので、少

し得した気分です。 

広報活動に興味のある方は、ぜひ

お手伝いして下さい。 

広報委員 萩原厚子 

 

【廃品回収にご協力ください】 

古紙・一部資源ゴミ等、町会単位

で廃品回収を行っております。捨

てればゴミ、集めれば資源です。

日時・対象品目などのお問い合わ

せは各町会へお願いします。 

【掲載記事案募集】 

本広報紙に載せて欲しい記事な

どがございましたら、緑ふれあい

の家までお願いします。 

徳永先生とクロマチックハーモニカとの出
会いは？ 

3～4 歳のころから父親のハーモニカを聴い

て育ち、見よう見まねで復音ハーモニカを吹

くようになりました。クロマチックハーモニ

カと出会ったのは 18 歳ごろですね。トゥー

ツ・シールマンスというクロマチックハーモ

ニカの巨匠の音を聴いた時でした。あまりに

も衝撃的で、24 本揃えて持っていた復音ハ

ーモニカをそれ以来一切吹かなくなりまし

た。なぜならクロマチックハーモニカ１本で

24 本分すべてをカバーすることが出来るか

らです。もう一人、森本恵夫（よしお）さん

という日本のクロマチックハーモニカのパ

イオニアの演奏を聴いて、こんなに美しい音

があるんだと感銘を受け、20 歳で音楽の世

界に入りました。最初はバンドを組んで洋酒

喫茶やキャバレー、アルサロの専属バンドと

して歌謡コーラスの演奏活動を始めました。

その後、「ジャズをやりなさい」と言って下

さる方があり、それまで全く未知の世界のク

ロマチックハーモニカでのジャズを一から

始めました。私には師匠がいなかったので徳

永サウンドを試行錯誤しながら確立してき

ました。そのころからハーモニカの教室も始

めています。FIH（世界ハーモニカ連盟）の

日本大会では、6年間で 5名の徳永教室生徒

がグランプリを獲得しました。 

クロマチックハーモニカは、今やポピュラー

ミュージックシーンに欠かせない、インパク

トの強いメロディー楽器です。スティービ

ー・ワンダーやトゥーツ・シールマンスを代

表とする有名プレーヤーの音は、CDや TV、

FM等で頻繁に流がれています。 

クロマチックハーモニカの魅力は？ 

クロマチックハーモニカは、1つの穴で吹き込

む音と吸い込む音が音階になっているので、4

つの穴で1オクターブの音域を演奏できます。

小さいボディですが 4 オクターブ以上を出す

ことができます。横についているスライドレ

バーを押す事によって、♯や♭といった派生

音を出す事ができます。また、色々な奏法、

例えばオクターブ奏法、トレモロ奏法、ベン

ト奏法（音程を操る）等で音楽のジャンルを

選ばず演奏できるところです。 

（ここで実際に吹いてくださいました！） 

徳永延生オフィシャルサイト 

http://www.manbou-net.com/~hamonica/ 

徳永サウンドブログ 

http://blog.goo.ne.jp/tokunaga1227 

徳永延生ハーモニカ教室 

06-6934-7266 

 

ブログプロフィールより 1950年生まれ。 

1995 年、横浜開催の国際ハーモニカフェ

スティバルで日本代表として参加。著名人

と競演。ハーモニカ教室を開き、後進の指

導にも力を入れ、生徒の中から日本チャン

ピオンや世界大会のチャンピオンを多数

輩出。個性的でダイナミックかつ繊細なサ

ウンドは「Tokunaga Sound」としてすで

に確立。 

＜CD＞ 

1996年「ジェルソミーナ」 1999年「Lover」

2002年「Day Break」2003年「郷愁～こ

ころうた」 2006年「冬のソナタ」 

2012年「Velas」 

私のホームページやブログでも演奏を聴け

ますのでぜひ聞いてください。自宅の教室に

は小学２年生から 85 歳までの生徒さんが通

っています。 

また緑のイベントなどでも演奏していただ
けると嬉しいです。本日はありがとうござい
ました。 

※関西テレビ放送「よ～いドン！」の“とな 

りの人間国宝さん”や ABC朝日放送「コ 

コイロ」など、メディアで多数紹介されて 

います。 

 


