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体などのトップもお招きして行われました。開会にあたり久木勝三理事長より、「今年の

ふれあいの家を取り巻く課題は多く、皆さまのご協力、ご指導をいただきたい。」と挨拶

があり、引き続いてご来賓を代表して河村浩一鶴見区長からご祝辞をいただきました。

その後、㈱ダイカン藤井正夫様の乾杯、森田壽彦消防署長の万歳三唱をきっかけに

宴席は盛り上がり始めました。各テーブルでは日頃の苦労話や新年に向けての取り組

みなどの真面目な話からしだいにお酒もまわり始め笑い声が絶えることはありません。

続いて毎年恒例のカラオケ大会が始まり各テーブルから選抜された歌い手の持ち歌

が披露されました。終盤では踊り子も飛び入り参加し賑やかな雰囲気の中で閉会とな

りました。 

（１） 地域福祉文化部会 

地域福祉、文化教育をテーマとする 

民生委員会 

ネットワーク委員会 

保護司会 

母と子の共励会 

視聴覚教育協議会 

生涯学習推進員連絡会 

振興町会 

老人クラブ 

女性会 

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 
 

新年の 1月 9日、京橋の大北京にて NPO法人

緑・ふれあいの家の新年互礼会が開催されまし

た。同会は、緑地域のボランティア活動を担う各

町会や各種団体の役員のみなさんの交流と一

体感を深めることを目的に毎年開催されている

もので、鶴見区役所・消防署など行政機関、府

市議会議員をはじめ地域に拠点を置く企業、団

1 月 15 日、午後 1 時より

西部コミュニティ広場にて

「鶴見区民新春たこあげ

大会」が開催されました。

会場では、たこ揚げの普

及を推進する「日本の凧

の会・大阪支部」の皆さん

の凧作り教室、青少年指

導員による凧の病院が開

かれたり、社会福祉協議会による粕汁とぜんざいのサービスがあったりと、子どもから大人ま

で、一般の参加者にも楽しい大会となりました。鶴見区 12の地域活動協議会がそれぞれ大

たこを作成し、私たちの緑地域「NPO法人 緑・ふれあいの家」でも 1月 8日と 9日の二日間

を費やし、たこあげ大会に臨みました。たこ揚げの当日は強烈な寒気が日本列島に押し寄

せており、時折雪が舞うという天気で、雪が降ると風が吹き、晴れると風がおさまるという不安

定な条件の下ではありましたが、幾度かのチャレンジで今年も無事に緑地域の大だこを

「緑」の空へ揚げることができました。大だこを揚げるためには、たこを支える人、たこ糸を引

いて走る人、周囲で大たこの落下や走る進路に注意を払う人、撮影を行う人など多くの人の

協力が必要です。製作の２日間とたこ揚げの当日それぞれ十数名の人が関わり、揚げた大

だこは損傷もなく作ったそのまま、無事に下ろすことができました。地域の大だこ揚げの後、

子どもたちのたこ揚げが始まり、思い思いのたこがたくさん揚がり始めました。上手に

揚がっているたこもありましたが、手作りのたこは、なかなか安定しないので、子ども

たちが広場を走り回っていました。昨年末には地域の子どもたち約 40 名と保護者が参加

し、ふだんあまり目にすることのない、竹ひご、和紙、たこ糸を使って、昔ながらの手作りのた

こを苦戦しながら楽しんで作っていましたので、みなさんこの日をとても待ちわびていたこと

でしょう。子どもたちはお菓子コーナーで「たこせん」に列をつくっていました。近年では、た

こ揚げが安全にできる広い空間が少なくなったことに加え、少子化などの影響もあり、正月

の風物詩であるたこ揚げの光景も少なくなってきましたが、こういう伝統の行事は、これから

も地域で大切に受け継がれていってほしいと思いました。 

 

Verde 

1 「麦わら」 浅井まさきさん（22歳） 

2 東方さんと親戚チームです。 

3 ほとんど走ってません。 

4 親戚ということで誘っていただきました。 

「強制や！笑」←東方さんの一言 

5 日頃の運動不足の解消になりました。 

6 皆さんも是非参加してみてください。 

1 「MIDORI 駿足」 藤原もえさん（小 6） 

2 キックベースボールチームの仲間です。 

3 キックの練習で、走っています。 

4 毎年キックのメンバーで参加しているので、今回も強制参加になりました。 

5 みんなと走ったから、楽しかったし、体力もつきました。 

6 みんな頑張ったね！ 来年も頑張って走ってね！ 

1 「五年生」  髙松征巨くん（小 5） 

2 みどり小学校 5年生の仲のいい友達です。 

3 たまに朝起きて走っています。 

4 小さいときに見に来ていて自分も走ってみたいと思ったから。 

5 長距離走がすきになった。 

6 走った後の達成感がすごいので是非参加してみてください。 

1 「みどりサッカークラブ こぶた」  高橋諒くん（小 6） 

2 サッカークラブの仲間です。 

3 あまり走っていません。 

4 みどり SCで参加できるのは今年で最後だし、みんな出るので一緒に出ようと思いました。 

5 ２周走ってしんどかったけど、最後に温かいうどん食べれて良かったです。 

6 楽しかったです。 

1 「グリーンカレー」 徳田実さん（48歳） 

2 青少年指導員緑校下の仲間です。 

3 このイベントが近づいてきてから、ちょくちょく走る様になりました。 

4 以前から青少年指導員の仲間で参加しています。最初は自分たちの娘 

や息子が走っていたので、参加したくなりました。 

5 体力づくりや、健康管理を考えるきっかけになったと思います。 

6 ちょっと寒いけど、仲間で参加するとすごく楽しいです！ 

1 「みどり小学校」 地丸大介先生（43歳） 

2 みどり小学校の先生チームです。 

3 頑張って週に 1回は走るようにしています。 

4 学校の隣で開催されますし、子ども達や地域の方

もたくさん参加されているので、みどり小も頑

張るぞ！と思って。 

5 気分は箱根駅伝！ チームのつながりが強くな

りました。 

6： みんなも参加してみてください。 

 

Q1 「チーム名」お名前（年齢または学年） 

Q2 チームのメンバー構成は？ 

Q3 日ごろ走っていますか？ 

Q4 この大会に参加しようと思ったきっかけは？ 

Q5 参加して良かったことは？ 

Q6 一言伝えたいことをどうぞ。 

１月 15 日、鶴見緑地にて、第 40 回新春リレージョギング大会が開催されまし

た。早朝に雪が降り、コース上も白く染まる非常に寒い一日の始まりでしたが、

スタート前にはその雪も消え、162 チームの参加者がひたすらに約２時間の大

会を楽しまれました。そこで今回は緑校下からのエントリー13チームのうち、

6チームの方にお話を聞きましたのでご紹介します。 



Verde 緑広報 第 20号                                                         平成 29年 3月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎週日曜日  日曜ふれあい喫茶  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

 毎週火・木曜日  緑ふれあいトレーニングハウス  グリーンランドみづき 他

 毎月第3火曜日  囲碁・将棋友の会  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  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  地域一斉美化活動  緑地域全域

        適時  地域防犯パトロール  緑地域全域

 3/5(日) 9:00～  第4回区民グラウンドゴルフ大会  緑地コミュニティ広場

 3/5(日) 9:00～  鶴見区卓球大会（村上杯）  鶴見スポーツセンター

 3/12(日) 8:30受付  ウォーキング＆ニュースポーツチャレンジ  緑地中央噴水前

 4/2(日) 9：30～  緑・桜まつり  緑第一公園

 4/9(日) 9:00～  鶴見市長杯卓球大会  鶴見スポーツセンター

 4/16(日) 9:00～  鶴見区ママさんバレー年齢別選手権  鶴見スポーツセンター

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。ホームページからご覧ください。 

本紙へのご意見・お問い合わせは、NPO 法人 緑・ふれあいの家へ 

直接お電話いただくか、HP のお問い合わせフォームからお願いいたします。 

★緑・吹き矢を楽しむ会（同好会）★ 

毎月第 1・第 3水曜日 13時 30分～15時頃まで 

場所 緑福祉会館 緑 2-4-56 

スポーツ吹き矢公認用具を使用しています。（貸出可能） 

腹式呼吸・集中力・精神力で 5～7ｍ離れた的を狙います。 

 

 

1月 17日、みどり小学校体育館で 1年生を対象に「むかし遊び」

の体験学習を行いました。20 人ほどの地域の方が集まり、いろい

ろな遊びを教えました。こま回し、けん玉、お手玉、あやとり、

おりがみの遊びに今年からおはじきが仲間入りし、6グループに分

かれて、それぞれの遊びを順番に体験していきます。寒い中でし

たが、どの子も熱心に取り組んで、地域の方と楽しい時間を過ご

しました。「子どもの頃、どんな遊びをされましたか？」との質問

に、竹馬や竹とんぼ、ビー玉、缶けり、ゴムとびという声が聞か

れました。こまを手のひらで回しながら鬼ごっこをしたというお

話を聞き、遊びを工夫することに驚きました。また、女の子でも

兄について、こま回しやベッタン（メンコ）など男の子の遊びを

経験した方が何人もおられ、昔は学年男女の区別なく、大勢で外

遊びをしていたようで、今の子どもたちとは、遊びの事情も大き

く異なっていたと感じました。2 月６日、3 年生を対象に「昔の道具

体験」の学習を行いました。戦争の話や昔のくらしの話を聞いたあと、

「いしうす」「こたつ」「なわのない方」など昔の道具の使い方を説明して

もらい、地域の方々と実際に「七輪」でお餅を焼いて食べました。 

★緑・麻雀クラブ（同好会）★ 

 毎月第１・第２・第３木曜日 午後１時～午後４時頃まで 

 場所 緑ふれあいの家 

💛麻雀卓が足りません、使っておられないコタツの寄贈大歓迎です。 

★緑・囲碁・将棋の会（緑主催）★ 

 毎月第 3火曜日 午後０時３０分～午後４時頃まで 

 場所 緑ふれあいの家 

 

1 月 9 日、鶴見区民センターにて「成人の日 記念のつどい」が開

催されました。当日は雨の心配もされましたが、成人の日をお祝い

するかの様な晴天になり、会場では入りきれない程の新成人の方々

が久しぶりに会った友人と記念撮影をする光景があちこちで見かけ

られました。国歌・市歌斉唱で第１部式典が始まると、大阪市長か

らのお祝いのビデオメッセージが上映されました。その後「二十歳

の誓い」を新成人 3 名が述べ、河村鶴見区長やスペシャルゲストの

日本女子卓球ナショナルチーム前監督の村上恭和様からの暖かいお

祝いの言葉や鶴見区女性会の方々から花束を頂きました。そして鶴

見区のマスコットキャラクター「つるりっぷ」が応援する中、新成

人によるくす玉開き。なんとこのくす玉開きで紐がちぎれてしまう

というハプニング。まさかの出来事が会場に笑いを起こし、これが

会場を温かいムードへ変えるものとなりました。第 2部では豪華賞

品が当たる「ロシアンシュークリーム」「ビンゴ」がユースリーダー

により行われ会場は一変して大興奮につつまれました。そしてその

大興奮冷めぬ中、ある地域の男性から女性への告白タイムが始まり

ました。「付き合ってとは言いません。お友達からお願いします！」

と恥ずかしそうに告白すると、舞台にあがった女性は「はい！」と

一言。その言葉を聞いた男性は、緊張の糸が切れたように嬉し泣き。

こんなハプニング続きの成人式で、一生に一度の思い出深い１日に

なったのではないでしょうか。この日の事を忘れず、これから社会

人としての長い道のりを歩いていただきたいと思います。本当にお

めでとうございます。なお、今回新成人の代表となられた方々は公

募によるものです。来年、成人を迎える方で興味を持たれた方はま

た募集を行う予定としておりますので、その際はご応募いただき、

成人式の良き思い出になればと思います。 

鶴見区全体の新成人 

は 1144 名で、その

内、緑地域は下記の

通りです。 

 

1北町会 10名 

1中町会 10名 

1南町会  4名 

2町会  16名 

3町会   6名 

3西町会  ３名 

4町会   1名 

合計   50名 

 

 
 

 

先日、みどり小学校 3年生の児童に 50～70年ほど前の生活の話をする機会がありました。児童の

みなさんは私の話を真剣に聞いてくれて嬉しかったです。これを機会に将来のある児童に、何を

伝えることが出来るのかを考えてみました。児童のみなさんは将来の日本を背負うかけがえのな

い大切な人材です。充実した日々を過ごし、目標と希望を持ち、人に優しくし、体を鍛え、勉強

に励み、少しのことにはへこたれない人になって欲しいと希望します。そのためには身近なこと

がしっかり出来る人になって欲しいと思っています。 

一、家族を大切にしましょう。朝起きた時や寝る時、学校に行く時はちゃんと挨拶していますか。 

両親や家族があって、今の自分があることを考えてみましょう。 

一、勇気を持つ子になりましょう。公園や道路でごみを拾う、なんでもない様な行為にも勇気が 

いります。ごみを拾う子は捨てることをしないと思います。勇気を持って行動しましょう。 

一、友達を大切にしましょう。友達に無責任で、いやな言葉を吐いていませんか？自分が嫌なこ 

とは友達も同じです。楽しく何でも話せる友達は大切です。 

一、決まりを守りましょう。学校や社会にはしてはいけない決まりが沢山あります。守らない大 

人もいると思いますが、みなさんはそんな大人を真似しないように。例えば信号は必ず守り、 

夜間自転車に乗る時はライトを点けましょう。 

一、地域の人に挨拶しましょう。地域の人たちは、みなさんが安全に暮らせるように、いつも見 

守っています。顔見知りの地域の人には、しっかり大きな声であいさつしましょう。地域の 

方も子どもたちに応えてください。 

子どもたちが良識のある社会人として歩むために、家庭のしつけ、学校での団体生活や教育、そ

して地域のかかわりは欠かせません。この緑地域の子どもたちが、健やかに、他人を思いやる、

元気な子どもに育ち、成長してくれることを願っています。 

緑地域の元民生委員さんより 


