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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 

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 

平成 31 年は、平成最後の年として、また、新たな

元号「令和」が始まり、身の引き締まる思いを感じ

ました。皆様におかれましては、早春の時期、健

やかにお過ごしの事とお慶び申し上げます。緑地

域では、近年、新規転入される人が大幅に増えた

結果、みどり小学校の児童数増に対応するための

増築工事も無事に終わり、グランド整備が残るだ

けとなっています。これを契機に、学校を核とした

活動を今まで以上に実施するとともに、安全面の

見守りなどのサポート体制もきめ細かく実施してい

かなければなりません。入学式では、こうした活動

に参加する人たちが減少し、今後の継続が困難と

なる事態もあることから、「安全・安心」活動にたい

する積極的な参加を依頼しました。また、従来から

実施している「児童いきいき放課後事業」を地域

事業として内容の向上にも努め、無理のない事業

経営ができるように改善も進めました。他方、地域

高齢者対策事業は、団塊世代の高齢者突入もあ

り急激にその人口が増加しています。28 年度から

実施してきた「ふれあいトレーニングハウス」事業

は、毎年の利用者が 1800 人を超え、新たにヘル

スケア器具や介護予防器具も取り入れ実施してお

3 月 23 日、鶴見区民センター大ホールにて 7 校（鶴見、茨田西、横堤、

みどり、焼野、茨田東、鶴見南）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、「7 校いきいき交流会」が開催されました。今回

は昨年 7月より 18～19時の延長時間で実施している「いきいきふれあい

English！」で講師として迎えている留学生を交えて、国際色豊かな交流

会となりました。午前中は、合計 10 個のブースを国に見立ててクイズや

ゲームで周っていくという各国周遊ラリーです。子どもたちは各国の名前

を付けた 7 つのブースでカプラー積み、碁石渡し、魚釣り、ピン球コップ

入れ、ボール的当て、輪投げ、けん玉のゲームを周って楽しむと同時

に、留学生が運営する 3 つのブースで各国の紹介と国にちなんだクイズ

に答えて学んでいただきました。午後からは「いきいき対抗玉入れ大会」

を行い、他校のいきいきメンバーと交流しながら白熱した対戦が繰り広げ

られました。英語の大型絵本を読んだり、「世界はひとつ It’s a Small 

World」を皆で歌ったり、子供たちは楽しみながら文化交流、英語に親し

み世界に視野を広げるきっかけ作りにつながる交流会となりました。 

3月最後の日曜日の朝、少し雲の多い空の下、仲文化部会長 

の開会宣言で「緑・桜まつり」が始まりました。私たち準備委員 

は、前日の 15時からテント張りやら椅子机の運び入れなどを 

行っていましたが、その最中から雨が降り出し、朝まで降り続き

ました。もう今年のまつりは無理かなとも思いましたが、なんと！7 時には雨が降り止み、ギリギリセーフで

開催にこぎつけました。開会宣言の後、久木理事長が緑・ふれあいの家を代表してあいさつ。「今年も桜

まつりで活動のスタートを切ることができました。この一年も頑張ってやっていく。」と抱負を述べられまし

た。その後、ご来賓の河村区長、野村副区長のご祝辞とともに長沢新区長、武富新副区長のご挨拶、同

様に小鶴消防署長と河野新署長からもご挨拶をいただきました。最後に、西田鶴見区地域活動協議会

会長のご祝辞をいただき、まつりはスタート。まず、セレモニーとして、恒例の鶴見商業高校ダンス部と緑

連合子ども会「グリーンモンスター」のパーフォーマンス。躍動感あふれる演技で観客を魅了していまし

た。それからは、みなさんご自由に屋台や桜へと。屋台は、ボランティア団体や PTA、鶴見商業高校の

皆さんが、子どもさんからお年寄りまで楽しめる品ぞろえでお出迎え。ご来場のみなさまは桜の花を愛で

ながら、ゆっくりほっこりされていました。会場である緑第一公園の桜は、昨年の台風 21号で 4本が折れ

少し寂しくなりましたが、残る木々がこれまで以上に咲き誇っていたように思えました。聞くところによりま

すと、大阪市の公園事務所が桜を植えていただけるとのこと。来年はきっと大きな桜に交じって、かわい

い桜が見られるようになるでしょう。                         緑一北町会長 宮城和昭 

ります。「高齢になっても健康な体を維持する」こと

をコンセプトとして、1 年間続けた人からは、「杖な

しで歩けるようになった」・「階段の昇降も苦になら

なくなった」・「歩行がスムーズになった」・「友達が

出来て頭の体操も面白い」など前向きな感想を頂

いております。同じく 28 年度から実施した「2016

地震そなえ隊」は、各町会単位でミニ防災会議を

行い、自主的な我が街防災活動に努力しており、

初年度事業では、自助・共助活動を中心に検討

を重ね、そこでまとめた初動対応マニュアルを冊

子にして全家庭に配布もしました。 30年度では、

一歩進めて「想定の無い、我が街減災訓練」とし

て、事前に想定をしない防災訓練を学習会も兼ね

てみどり小学校で行いました。こうした活動は今年

度に於いてみても、地域が自主的に実施する事

業、行政と協働で実施する事業など、ボリュームも

クォリティも拡大しており、ボランティアで全て行う

ことは困難となっております。我が街緑地域では、

皆が「チョットだけ」のお手伝いで、今以上の活動

が出来、安全・安心な街づくりが出来ます。この令

和元年を起点として、新たな地元の活性化にご協

力をお願いいたします。 

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家 

理事長 久木 勝三 
運営経費 1,251,051円

合　計 117,678,051円

租税公課 6,900,000円
事業費計 116,427,000円

地域福祉活動 70,000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 1,800,000円
大阪市鶴見区みどり小学校 体育施設開放事業 130,000円

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） 98,000,000円

成人式 45,000円
コミュニティ回収 640,000円

緑・敬老のつどい 514,940円
新年互礼会 810,000円

緑・桜まつり 260,200円
緑いどばたクラブ 200,000円

地域広報活動 101,000円
緑地震そなえ隊2019 65,600円

緑コミュニティサロン 500,000円
緑大運動会 501,500円
緑納涼盆おどり大会 3,798,700円
新春もちつき大会 156,000円

276,560円
緑ふれあいトレーニングハウス 545,000円
緑コミュニティランチサービスと宅配 750,000円

Jr.防災リーダー養成講座と防災訓練事業

はぐくみ事業 20,000円
緑クリーン事業 50,000円

事　業　名 参考予算額
青色防犯パトロール 247,500円
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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

 5/12(日) 8:20～  第46回区子連キック・ソフトボール大会  緑地運動場

 5/19(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

 5/26（日） 8:00～  第22回緑・大運動会  コミュニティ広場

 5/26(日) 9:00～  鶴見区卓球大会  鶴見スポーツセンター

 6/9（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

 6/23（日）  子ども会低学年野外活動事業  青少年科学館（北区）

 6/23(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

 6/30(日) 9:00～  4区親善バドミントン大会  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。 

『おおさか東線 全線開業！』 

3月 16日 JRの『おおさか東線』が全線開業しました。 

『おおさか東線』は貨物列車の路線の改良等を行い、お 

客を運ぶ列車を運行できる様にした路線で、同じ鶴見 

区内の「放出」から八尾市にある「久宝寺」間はすでに運 

行されていましたが、新しく「新大阪」から「放出」までが 

開業され今回の全線開業を迎えました。開業に向けて 

の準備期間中、新駅の１つである「JR 野江」駅周辺では、貨物線高架脇の雑草や樹木の除去

から始まり、路線の改良・新駅の建設なども見ることができ、新路線への期待に胸がふくらみ、そ

の間貨物列車が沢山のコンテナを運ぶ姿も見られました。全線開業の数日後、電車好きの息子

に誘われ早速乗りに出かけることに。いつもどおり『大阪環状線』を使うルートで新大阪まで向か

い、そこから『おおさか東線』の「久宝寺」行きに乗り換えました。「新大阪」を出発し、車窓に夢

中になっているうちに「JR 野江」に倒着。外から見ていた景色をはじめて中から見ることができ、

足を伸ばして向かった「JR 河内永和」ではいつも遠くから見ていた貨物列車がホームの真横を

通過して行きました。「新大阪」へのルートとして何より混雑するエリアを通る必要が無いというの

は、子どもを連れた親としてはとても楽だと思います。まだ延伸の計画もあるという『おおさか東

線』。新大阪方面や奈良方面へのお出かけに取り入れてみてはいかがでしょう？  子鉄の母 

鏡は正直なもの。やさしい笑顔も、怒った怖い顔も、見えるものをそ

のまま正直に映し出します。でも、人の目は違います。やさしい笑

顔を見ても、「何か裏があるのでは・・・」と疑いの気持ちがあると、

悪だくみをしてほくそ笑んでいるように見えたりするもの。心の持ち

ようによって、目に映る姿が変わってしまうのです。お母さんが子ど

もを見る場合でもそうです。「何か悪いことをするんじゃないか・・・」

と疑って見ていると、悪いところばかりが目に付いて、つい怖い顔を

して叱ってしまうもの。そんなことが続くと、子どももお母さんの悪い

ところを探して言い返すようになり、顔を合わせるたび言い争いを

する険悪な家庭になってしまいます。そうならないためには、まず

お母さんが子どもの良いところを見るように努めること。子どもの長

所や頑張り、成長を見つけて喜び、笑顔でほめる。そして悪いとこ

ろがあれば、頭ごなしに叱りつけるのではなく、ちゃんと説明して良

い方向に導く。こんなふうに、お母さんがいつも笑顔で子どもに接

していれば、子どもはお母さんを心から信頼して、明るく素直に成

長できるはずです。子どもはお母さんの姿や心を正直に映し出す

鏡。何を映すかはお母さん次第ですから、いつも笑顔を心がけ、

良いものだけを映してあげてほしいものです。 文責：内野芳徳 

オリンピック・パラリンピックの競技者の頂点と言えば「金メダル」ですね。では、「東京オリンピック・パラリン

ピック」で、その競技数・金メダルの数がいくつあるか知っていますか？ 

2020 年に開催される東京オリンピックは 33 競技 339 種目、東京パラリンピックでは 22 競技 537 種目の実

施が決まっています。第 1 回パラリンピックのローマ大会では 295種目でした。因みにローマオリンピックの

金メダル数は 351 種目で 2 年後開催の東京大会より多いですね。オリンピックに比較しパラリンピックの特

徴は競技者の知的・身体的障がいの多様さにより、種目の細分化がなされ、その結果、競技数は 2/3 なの

ですが、種目数は約 1.58 倍の数となっています。競技は出来得る限り、同条件で行う事を前提に実施され

ますので、この様な種目数となります。またこれらの細分化は、それぞれの障がい者が自分に適したカテゴ

リーでのスポーツ参加がより容易になると共に、競技力の向上にも繋がるとも考えられますね。 

東京オリ・パラ 2020まで、あと 1年－ 

主にパラリンピックの基礎雑学 

第 5回 

日時：令和元年 5 月 26 日(日)  

場所：鶴見緑地コミュニティグラウンド～ 

※ 5 月 10 日申込 締切り 

町会未加入でも緑地域在住なら OK !!! 

 

昭和、平成、そして今、令和の歴史が始まる！ 

昭和に始まり一時休止もありましたが、平成で復活した緑地域伝統の

「緑・大運動会」。期しくも 2年に一度の大会が「令和」が始まる 5月に

開催されます。 

今回は地域住民の健康増進・娯楽提供・親睦を目的に、真剣な町会

対抗競技から個人参加の楽しいゲーム的な競技など、老若男女全て

の方々が参加し楽しめる競技を準備しました。 

駆けて！採って？解いて？入れて！運んで！釣って？など、色々楽

しめる種目を企画しました。まだ参加を迷っている方、遠慮なさらずど

んどんご参加ください！ 

特に町会対抗競技では、あなたの力を待っています！ 

初夏の日差しのもと、君の力で令和最初の歴史を刻め！ 

町会の加入の方は地元町会へ、緑地域在住で町会未加入の方は

「NPO法人 緑・ふれあいの家」にて参加を受け付けています。 

先ずは「NPO法人 緑・ふれあいの家」までお問い合わせください。 

町会未加入の方は、ネット申し込みも可能です。右下 URL まで。 

＊ 当日の飛び入り参加は受け付けておりません。 

期日までに参加申し込みをお願いします。 


