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（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 
 Verde 

平成 30 年度、ソメイヨシノの満開も早く晴天のもとで新年

度を迎えました。皆様におかれましても、早春の時期、健

やかにお過ごしの事とご推察申し上げます。昨今の社会

情勢は、「人口減少と高齢化」二つの大きな課題を抱えて

おり、鶴見区も例外ではありません。本区での高齢者福

祉対策事業は、他区と比較しても決して遅れているわけ

ではありませんが、財政面・支援員の数・施設面、すべて

で現状が精いっぱいの状態であり、団塊世代が高齢者ピ

ークを迎える 2025 年には、このままでは地域福祉に大き

な不安が募ります。この様な状況を考えると、「地域社会

をまとめ、健全に運営して行く事」には、行政だけで到底

成しえるものではなく、地域との連携、地域が主体とした

取り組みがますます推進される事になります。私たちの緑

地域では、「いきいき放課後事業」や「子育てサロン」等

「子育て支援事業」は順調に推移しております。また、防

災や安全・安心街づくり等の事業も通年の継続事業とし

て定着してきました。 本年もまた、私たちが取り組む重

点事業は、「高齢者の福祉対策事業」に集約されます。

地域が、出来る事から取り組むとして始めた「ふれあいト

レーニングハウス」は、10ケ月で延べ 1,800人の皆さんに

利用していただきましたが、昨年度には、新たに健康機

材の導入も進め、事業の充実に努めてきました。「健康老

人を育てる」には、元気な時から健康作り・筋肉強化・脳ト

3月 24日（土）、鶴見区役所 地域支援課 こども・教育グルー

プの協力をいただき、鶴見区民センター大ホールにて 5 校（み

どり、鶴見、焼野、茨田西、横堤）の児童いきいき放課後事業

に登録している子どもたちを対象に「ふれあい英語」交流会が

開催されました。昨年 7月より 18時～19時の延長時間で実施

している「ふれあい英語教室」は日本語教育センターで学ぶ各

国の留学生を講師に迎え、英語を学ぶだけではなく、各国の

文化や母国語にふれることで、子どもたちの好奇心、探求心か

ら世界に視野を広げるきっかけづくりを目的に行っています。

子どもたちは各校の担当留学生の紹介や歌を英語で発表し、

留学生の皆さんもダンスや歌を披露。午後からは玉入れで親

睦を深め、「ふれあい英語教室」に参加していない子どもたちも

楽しく交流することができました。大きな舞台での発表は子ども

たちの自信につながり成果の多い交流会でした。 

レーニングなどを継続することが大事なこととなります。こ

の事業は、国の介護政策の「狭間の部分」に地域力で光

をあて、高齢者が自宅で自立した生活を長期間続けられ

る、いわゆる「健康老人」作りが目的でありますが、同時に

期待できる効果として、個人の負担軽減や医療費の削

減、又、グループ活動の付加価値として、地域コミュニテ

ィの活性など効果の範囲は多岐に渡ります。 私たち地

域社会では、自主的に実施する事業や行政と協働で実

施する事業どれもが、内容・量・範囲など、飛躍的に拡大

してまいりました。そのため、事業執行にあたっての最大

の悩みは、必要な予算の確保であり、事業ノウハウの欠

如、そして全体をコーディネートできる「人材」の不足であ

ります。地域が行政に求めるものは、課題の対処にあた

り、地域事情に精通した「人材の支援」と、組織管理・運

用・営業など「地域の人材育成」に尽きると考えます。多

様な課題に対し緑地域として、区役所を始めとした行政

機関の支援を受けながら地域の発展と福祉の向上に努

め「住みよい地元づくり」を推進してまいります。本年度の

事業活動の執行にあたりまして、皆様の更なるご理解とご

協力を何卒宜しくお願いいたします。 

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家 

理事長  久木  勝三 

4 月 1 日、今年は開花が早く満開となった桜の下、緑第

一公園にて緑地域の桜まつりが行なわれました。お天気

に恵まれ、桜吹雪の舞う中オープニングセレモニーが始

まり、大阪市こども文化祭で優秀賞を獲得した緑連合子

ども会のダンスチーム“グリーンモンスター”が創作ダン

スを披露してくれました。今年の出店内容は、おでん、

お好み焼き、綿菓子、ポップコーン、東京コロッケ、揚げ

餅、どて焼き、スープたこ焼き、焼き鳥、各種ドリンクなど

で、どこも賑わいをみせていました。公園の中では、子ど

もたちが的入れ、お菓子釣り、お菓子つかみなどのゲー

ムを楽しみ、その横のシートの上のイスにはお年寄りが

集まり、桜を見ながら、おしゃべりに花を咲かせていま

す。午後からは、鶴見商業高校のダンス部が、迫力満点

のダンスを踊ってくれました。暖かい日差しを浴びて、春

を感じる一日となりました。     広報委員 萩原厚子 

はぐくみ事業 20,000円
緑クリーン事業 50,000円

事　業　名 予算額
青色防犯パトロール 258,390円

313,760円
緑ふれあいトレーニングハウス 400,500円
緑コミュニティランチサービスと宅配 733,895円

Jr.防災リーダー養成講座と防災訓練事業

地域広報活動 147,000円
緑地震そなえ隊2018 33,600円

緑コミュニティサロン 429,195円
緑健康フェスタ 100,000円

緑納涼盆踊り大会 3,800,200円

緑・敬老のつどい 527,440円
新年互礼会 810,000円

緑・桜まつり 275,200円
緑いどばたクラブ 311,347円

生涯学習ルーム事業 45,000円
児童いきいき放課後事業 （消費税含む） 97,305,355円

成人式 45,000円
コミュニティ回収 640,000円

地域福祉活動 1,458,120円
次年度繰越 0円

児童いきいき放課後事業 延長保育人件費 1,500,000円
大阪市鶴見区みどり小学校 体育施設開放事業 130,000円

運営経費 2,500,000円
合　計 118,234,002円

租税公課 6,400,000円
事業費計 115,734,002円
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3月 4日天王寺区民センター大ホールにて、第 35回大阪市こども文化祭が開催され、

各区より代表９チームが参加する中、緑連合子ども会“グリーンモンスター”は、鶴見区

の代表として 4 番目に登場しました。元気いっぱいの前説から始まり、暗転の舞台に 1

曲目の「ハロウィーンパーティー」が流れると、観客はぐっとその世界に引き込まれてい

ました。怖いメイクをした高学年ダンサーたちの揃ったステップ、一輪車のノーミスで息

の合ったスピンなどが合わさり、圧巻のステージになりました。キーボードやパーカッシ

ョンの生演奏に続き、最後の曲「 I want candy！ 」では、低学年がカラフルな衣装で

登場、全員のダンスでさらに会場は盛り上がりました。この作品を作り、ご指導してくだ

さった小原先生にお話を伺うと、最もこだわったところは「世界観」で、小道具や衣装、

メイクなど細部にまで工夫されたと言うことでした。結果は優秀賞で、最優秀賞を狙っ

ていた子どもたちはとても悔しそうでしたが、「今までで最高の出来だったよ。」と先生か

らも誉めていただきました。力を出し切り最高の舞台を創り上げた子どもたちに、私た

ちも本当に感動しました。                  子ども会文化部 見附晴奈 

開催日 行事名 開催場所

 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  グリーンランドみずき 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

 5/（未定）  NPO法人 緑・ふれあいの家 年次総会  緑福祉会館

 5/20(日) 8:20～  第45回区子連キック・ソフトボール大会  緑地運動場

 5/20(日) 9:00～  鶴見区バドミントン大会（ミックス団体戦）  鶴見スポーツセンター

 5/25(金） 10:30～  愛Ｌｏｖｅこどもフェスタ  鶴見区民センター

 5/27（日） 9:00～  緑・健康フェスタ  みどり小学校

 6/3(日) 9:00～  鶴見区卓球大会  鶴見スポーツセンター

 6/10（日） 9:00～  市長杯予選鶴見区ソフトバレー大会  鶴見スポーツセンター

 6/24(日) 9:00～  ママさんバレーボール大会  鶴見スポーツセンター

 6/24(日)  低学年対象野外活動（子ども会）  未定

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。 

春の全国交通安全運動 2日目の 4月 7日、 

関目自動車学校にて「みどり地区交通安全 

大会」が開催され、子どもからお年寄りまで 

100名を超える方が参加されました。自転車 

安全教室では自転車を安全に乗るために、 

子ども向けには「はらぶったべさ」という言葉を 

使い点検の大切さを、大人向けには便利な 

電動アシストサイクルを安全に使うための注 

意点を教えていただきました。 「はらぶったべさ」はハンドル・ライト・ブレーキ・タイヤ・

ベル・サドルの事で、最低でもブレーキの確認とタイヤの空気圧の点検をしましょうとの

お話があり、電動アシストサイクルについてはスイッチの ON・OFF・信号待ち等の停車

時には両足がかかとまでしっかりついた状態で行い、動きながらの乗り降りは絶対にし

ないで安全便利に活用しましょうというお話しでした。子ども達は愛用自転車に乗って

教習コースに入り、各ポイントの注意点を教えていただき、しっかり意識しながら繰り返

しコースをまわって練習しました。他に的当てゲームやミニ消防車・バッテリーカー・白

バイ記念撮影などもあり、小さな子も楽しく過 

ごすことが出来ました。大人の皆さんはサポー 

トブレーキ搭載車の試乗コーナーに興味津々。 

車止めも無いのに壁の前でピタリと止まるのは 

圧巻の体験でした。一人ひとりが自分自身の 

立場で交通安全の意識を更に高め行動する 

ことが、事故の減少に繋がると再認識する 1日 

となりました。 

 

 

 

緑３丁目振興町会の縄義則様が、４月 19日に逝去さ

れました。鶴見区防犯協会緑支部長として多大なご

尽力を頂戴いたしましたこと、衷心より感謝を申し

上げるとともに、謹んで哀悼の誠を捧げます。 

【種目】 

 身長・体重・血圧測定 

 2 ステップテスト 

 座位ステッピングテスト 

 ３Ｄボティチェック（仮） 

 垂直飛び 

 握力・長座体前屈測定 

 閉眼片足立ち・閉眼足踏み 

 ストレッチ体操（仮） 

 反復横とび 

 血管年齢測定 （仮） など 

お楽しみは 

スピードスタックス 

フロアカーリング 

スリーアイズ など 

スリーアイズとは、子どもか

ら高齢者まで、どなたでも気

軽に楽しめる大阪生まれの

ニュースポーツです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タテの各 9列に 

1～9の数字が 

入ります。 

・ヨコの各 9 列に

1～9の数字が 

入ります。 

・3×3の各 9ブロ

ックに 1～9 

の数字がはいり

ます。 


