
 

 

 

 

 

 

会 長 挨 拶 

       会長 藤木 祐輔  

 

水辺に涼を求める候、皆様には益々ご清栄の事と存じお慶び申し上げます。 

  平素は、吹田市立第一中学校区地域教育協議会に対しまして何かとご支援とご理解を賜り、誠に有り難うござい

ます。心より厚く御礼と感謝を申し上げます。 

  協議会発足以来十数年経過しました、その間幸いな事に校区内に於いて、園児、児童、生徒、及びその教育機関、

地域に教育的トラブルの発生は皆無であると自負しています。 

 この事は、小中学校、幼稚園、保育園と地域が連携、協働し地域の子供は地域で育てると云う目標、目的に向っ 

て一丸となって邁進している成果であります。協議会は年間を通じ各種事業を展開しており、教育機関と地域が 

子供を通して大いに盛り上がっています。特に今や校区として夏の風物詩にすっかり定着した「たそがれコ 

ンサート」や冬のイベントとして小中学校生がアスリートとして貴重な体験をする「関西大学クラブ体験」があ 

ります。一方では大人対象の「教育講演会」、「就学前子育て支援事業」等も実施されます。 

  その他に協議会を構成する連合自治会、福祉委員会、青少年対策委員会、体育振興会等々の様々なコミュニ 

ケーションが構築されています。協議会は本年度も全力投球で少年少女の健全育成に向って参ります。 

  皆様方には尚一層のご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

地　　域　　役　　職 氏　　名 地　　域　　役　　職 氏　　名

会 長 千三地区地域活動協議会　理事長 藤木　祐輔 常任委員 千二地区防犯委員会会長 原　敬幸

副会長 千二地区自治団体連絡協議会会長 雑部　麻美 常任委員 千三地区防犯委員会会長 富川  鬼正

副会長 第一中学校  校長 村上　晃人 常任委員 千二地区福祉委員会委員長 神德　守

副会長 千里第二小学校  校長 高　誠一 常任委員 千三地区福祉委員会委員長 畑　吉一

副会長 千里第三小学校  校長 下村　研司 常任委員 千二地区体育振興会会長 坂田　敏雄

会  計 千里第三小学校　PTA会長 濱岡　広和 常任委員 千三地区体育振興会会長 八木田　誠

会計監査 千二地区民生児童委員長 井上　武彦 常任委員 千二地区スポーツ推進委員 田中　範子

会計監査 千三地区民生児童委員長 柿本　信行 常任委員 千三地区スポーツ推進委員 岡本　俊彦

事務局長 千三地区青少年指導員地区長 東野　健一 常任委員 千里山交番委員 林　佳子

事務局次長 千二地区青少年指導員地区長 倉田 希容子 常任委員 千二地区主任児童委員 氏平　友子

常任委員 千里第二小学校　PTA会長 川内　卓司 常任委員 千二地区自主防災協議会 会長 島田　一宏

常任委員 第一中学校　PTA会長 山川　秀一 常任委員 千里第二幼稚園 園長 奥山 友希子

常任委員 千里第二幼稚園  PTA会長 田中　麗子 常任委員 千里山保育園 園長 寺井　広美

常任委員 千二地区公民館 館長 柏谷　唯司 常任委員 千三保育園 園長 岩村 真由美

常任委員 千三地区公民館 館長 坂本　真 事務局員 第一中学校  教頭 平田　順一

常任委員 千二地区青少年対策委員長 廣田　治 事務局員 千里第二小学校  教頭 浦　憲太

常任委員 千三地区青少年対策委員長 原田　一郎 事務局員 千里第三小学校  教頭 鬼頭　孝雄

常任委員 千二地区人権推進協議会代表 吉田　泰子

平成29年度 第一中学校区地域教育協議会  役員　常任委員　事務局員
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千里第二幼稚園 

 千里第二幼稚園は、4 歳児と５歳児が同じクラスで過ごす

異年齢児学級保育を行っています。優しさや、思いやり、憧れ

など、人とのかかわりの上で大切なことを学び、生き生きと輝

く子どもに育ってほしいと願っています。 

 また、子育て支援として地域の子ども達が楽しく過ごせる

ように園庭を開放したり、あそぼう会を企画したりしています。

どうぞ幼稚園にお立ち寄りください。 

園庭開放（園行事のため実施しない時もあります。雨天中止） 

毎週木曜日９：１５～１１：００ 

あそぼう会 

 幼稚園フェスティバル・絵の具遊び・動物村・お正月遊び等 

3 歳児教室（わくわくくらぶ） 

   ９：３０～１０：２０ 

2 歳児教室（にこにこくらぶ） 

１０：４０～１１：３０  

＊日程については、ＨＰをご覧ください。 

＊内容によって時間が変わる時もあります．  

 

 

                   千里第二幼稚園 

                   (06-6380-7451) 

 

 

千里第二小学校 

 みんなで遊ぼう！「太陽の広場」 

 地域のボランティアさんのご協力により、子どもたちが安全

で、安心して過ごせる居場所や体験活動の場である子どもプラ

ザ事業『太陽の広場』を、本校運動場で行っています。月２回

～３回、水曜日の放課後に実施しています。昨年度 3 学期から

は高学年図書室の開放も行っています。 

 

 

 

 

５月の全校集会では、お世話になるボランティア（フレンド）

さんを、全校児童にご紹介しました。フレンドさんから、「一緒

に楽しく遊びましょう」「あいさつをきちんとしましょう」等、

お話をいただきました。子どもたちは、太陽の広場のある水曜

日を大変楽しみにしています。 

太陽の広場のフレンドさんを募集しています。月１回の参加

でも結構です。お手伝いいただける方は、学校までご連絡くだ

さい。（千里第二小学校 06-6387-5781） 

千里山保育園･千三保育園 

 千里山保育園、千三保育園は、０歳児から５歳児の子

どもたちがのびのびあそび、集団の中で育ち合っていま

す。保育園には、保育士･看護師･調理員がいて、子ども

たちの元気な身体づくりと豊かなあそびの体験と仲間づ

くりを大切にして楽しく過ごしています。また、子育て

支援センターとして、地域のお父さんお母さんが楽しく

子育てできるように、園庭や遊戯室を開放するなど、色々

な行事を企画しています。 

子育てで困ったことがあったり、「お友だちがほしい

な」と思ったりした時は、いつでも気軽にお立ち寄りく

ださい。電話でのご相談も随時お受けしています。 

地域開放行事 

 夏はプール遊び、夏祭り、秋は運動会、やきいも、冬

はクリスマス会、節分など楽しい行事がいっぱいありま

す。お気軽にあそびにきてくださいね。詳細は各保育園

にお問い合わせください。 

千里山保育園 （０６-６３８９-２２００）    

園庭開放……毎週月曜日（午前） 

ホール開放…毎週月曜日（午後） 

赤ちゃん会…月１回月曜日（午後）                              

千三保育園  （０６-６３８６-９１７８） 

 園庭開放………毎週土曜日と水曜日（午前） 

 ホール開放……毎週水曜日（午後） 

 赤ちゃん会……月１回（午後） 

日程はイベントカレンダーをご覧ください。 

育児教室あいあいひろば 

０歳児（６ケ月から１歳頃）と１歳半（１歳６ヶ月～２

歳半頃）を対象にした育児教室を開催しています。 秋

コースの申し込み方法など詳しくは市報９月１日号をご

らんください。 

地域の皆様へ 

子育て中の父母にとって｢保育園のお迎えが間に合わ

ない｣｢子どもがいるけど社会参加したい｣などという時、

応援してくれる人の存在はとっても心強いです。ぜひ、

“ファミリーサポート”の援助会員さんになってくださ

い。少なくて困っています。ご協力よろしくお願いしま

す。 

  問合わせ先：子育て青少年拠点夢つながり未来館 

      のびのび子育てプラザ内 

      すいたファミリー･サポート･センター             

（06-6816-8500） 



千里第二小学校 

みんなあつまれ！ 

「土曜チャレンジデー」 

 土曜チャレンジデーは『子どもも大人も、いっしょに楽し 

もう！』をコンセプトにみんなの手で作っていく活動です。 

今年も千二小にて毎月第１・３土曜日を中心に、「なんかし 

てあそぼ」・「インネバンディ」・「ビオトープ」・「お料理ク 

ラブ」「手づくりてまり」・「コラージュ」今年度から新たに 

「防災チャレンジ」を加えた 7 講座で、みんな楽しく活動 

しています。 

 

 

 

 

 

 全体企画として１１月１８日（土）に「たべてあそぼう！」、

２月１７日(土)「活動発表会」を予定しています。 

是非、誘い合ってご参加ください！ 

 

千里第三小学校 

「土曜・ぐう・ちょき・ぱあ」 
 平成１４年度より土曜日が全休になり、何か子供達の

居場所を提供できないものかと当時のＰＴＡ会長が地

域とＰＴＡに呼びかけて始まった活動です。今年度は年

間１３回、主に第１・３土曜日午前中に千里第三小学校

で活動しています。 

運動場では、ソフトベースボールとラグビー、校舎で

はものづくり探検隊(時々地域内を探検します)、料理、

理科実験、囲碁、パソコンの７講座です。今年度は、約

１３５名の子供達と保護者が参加し、指導者の方々は、

全てボランティア活動です。 

子供達の好奇心を満足させ、更におとなも一緒に楽し

める、学校では教われない体験ができるよう、講師の

方々が努力・工夫されています。是非一度笑顔あふれる

土曜日の学校に足をお運び

ください。 

 事務局では講師の方を募

集しておりますので、ご一報

ください。 

 千里第三小学校  

（０６－６３８６－０８３１） 

 

千里第三小学校 

『太陽の広場』 

 放課後に子供達が安心してのびのびと遊べる居場

所、それが「太陽の広場」です。 

 月に２回、水曜日の放課後を子供達は楽しみにして

います。「フレンドさん」(地域のボランティアの方)

に見守られ、元気一杯に遊びます。折り紙を教えても

らったり、外遊びをしたり・・。「フレンドさん」は

時には優しく、時には厳しく子供達の成長に接し、と

ても楽しんでいます。 

 「太陽の広場」の「フレンドさん」を募集していま

す。短時間でも手伝って頂ける方は、学校までご連絡

ください。  

千里第三小学校 (０６－６３８６－０８３１） 

千里山・紙芝居文化協会 
(ひげおやじの紙芝居） 

サンタ倶楽部の活動 
 

 

 

 

 

 

ぐうの強さ・ちょきの巧みさ・ぱあの優しさ 

を子ども達に伝える事で、子どもたちの笑顔が 

地球を救います・サンタの笑いを伝えます！ 
 

サンタ倶楽部 体験学習支援プロジェクト 
 紙芝居口演・手づくり紙芝居・自然工作 

リサイクル工作・ロボット工作・野外工作 

でかでかお絵かき・風呂敷エコパック制作 

「体験から生まれた」ボランティアのいろは 

２女１男の子育て・親の介護２級ヘルパー 

書であそぶ 歌える心の書・笑いと健康 
 

大阪市 地域こども体験プログラム講師 

後援：ＮＰＯ法人人間行動科学研究会 

ＮＰＯ法人大阪生涯学習インストラクターの会 

 

第 1４回たそがれコンサート 

 日時：８月 2０日（日）１７時～１９時 

 場所：第一中学校（体育館） 

 出演：一中吹奏楽部・コーラス部・ダンス部 

千二小金管バンド、千三小器楽クラブ、 

琴クラブ、和太鼓一・二・三、混声隊 VOX.FUN 

   千里山地区の子ども達へ  

地域連携部では一人でも多くの子ども達が千里山で遊び、親も子もお友だちの輪を広げて頂くために、地域

で行われているイベントをご紹介致します。詳細については各主催団体へお問い合わせ下さい。 

 ２０１７年度 千里山 子どもイベントカレンダー 

月 日 時間帯 イベント名 場所 月 日 時間帯 イベント名 場所

７月 ５（水） 9：30～11：00 七夕のつどい 千三保 ９月 7(木） 10：15～11：15 赤ちゃん会 ちくりんの里
５（水） 9：30～10：30 七夕のつどい 千里山保 ８（金） 10：00～11：00 えのぐで遊ぼう 千二幼
10（月） 11：00～12：00 ２歳児プールあそび 千二幼 １１（月） 13：00～14：30 赤ちゃん会 千二保
10（月） 11：00～12：00 プールあそび 千里山保 13(水） 9：45～11：00 赤ちゃん会 千三保
12（水） 11：00～12：00 ３歳児プールあそび 千二幼 13（水） 9：30～10：20 体を動かして遊ぼう千二幼
12（水） 11：00～12：00 プール開放 千三保 27（水） 9：30～10：20 3歳児作って遊ぼう千二幼
13(木） 9：45～11：00 幼稚園フェスティバル 千二幼 27（水） 10：40～11：30 ２歳児作って遊ぼう千二幼

19(水） 11：00～12：00 プール開放 千三保 10月 14（土） 9：30～午前中 うんどうかい 千二幼
19(水） 9：45～11：00 赤ちゃん会 千三保 16（月） 9：45～10：45 交流保育　　　　　　１.５～３歳児千里山保
20(木） 10：15～11：15 ちくりん 千三保 16（月） 13：00～13：30 交流保育　　　　　　７ヵ月～１.５歳児千里山保
21(金） 11：10～11：50 プール開放 千二幼 18（水） 9：30～10：20 3歳児体を動かして遊ぼう千二幼
22(土） 夕方 夏まつり 千三保 18（水） 10：40～11：30 ２歳児体を動かして遊ぼう千二幼
24（月） 11：00～12：00 プールあそび 千里山保 19(木） 9：45～11：00 赤ちゃん会 千三保
24(月） 13：00～14：30 赤ちゃん会 千里山保 23(月） 9：30～10：45 地域運動会 千里山保
26(水） 11：00～12：00 プール開放 千三保 30(月） 13：00～14：30 赤ちゃん会 千里山保

８月 2(水） 11：00～12：00 プール開放 千三保 30(月） 11：20～12：00 どうぶつむら 千二幼

7（月） 11：00～12：00 プールあそび 千里山保 １１月 1（水） 9：30～10：20 絵具で遊ぼう 千二幼
9(水） 11：00～12：00 プール開放 千三保 ２（木） 9：30～10：45 地域運動会 千三保
21(月） 13：00～14：30 赤ちゃん会 千里山保 6(月） 9：45～10：45 交流保育　　　　　　１.５～３歳児千里山保
21（月） 11：00～12：00 プールあそび 千里山保 6(月） 13：00～13：30 交流保育　　　　　　７ヵ月～１.５歳児千里山保
26（土） 夕方 夏まつり（予定） 千里山保 6(月） 10：00～11：00 人形劇団クラルテ 千二幼
28（月） 11：00～12：00 プールあそび 千里山保 7(火） 9：30～11：00 やきいも(雨天内容変更) 千三保
30(水） 11：10～11：50 プール開放 千二幼 7(火） 9：30～11：00 やきいも(雨天９日) 千里山保
31(木） 10：15～11：15 赤ちゃん会 千三保 15（水） 9：30～10：20 秋の自然と遊ぼう 千二幼
31(木） 11：10～11：50 プール遊び 千二幼 １６（木） 9：45～11：00 赤ちゃん会 千三保

20(月） 13：00～14：30 赤ちゃん会 千里山保
27（月） 9：30～11：00 ごっこ遊びをしよう 千二幼  

上の表以外にも、以下のようなイベントがあります。
千二幼稚園　　園庭開放：毎週木曜日　　9：15～11：00

千三保育園　　あそぼうデー(体験保育)要申込：毎週水曜日　5・10月～1月　6月はどろんこ　9：30～11：00

　　 7・8月　プール　11：00～12：00

　　　　　　　　　　園庭開放：4・9・2月毎週水曜日(毎土曜は通年)　　9：30～11：00

　　　　　　　　　　ホール開放：2・3月　毎週水曜日　12：00～13：00　１歳半までの赤ちゃん

千里山保育園　園庭開放：毎週月曜日　　9：30～12：00

　　　　　　　　　　ホール開放：毎週月曜日　13：00～14：30　１歳半までの赤ちゃん

ちびっこワンツースリーニュー

子育てCoCoステーション(千里山西1-40-12　海原ビル2階）

・ひろば：月・水・金(9：30～15：30)　奇数月の土曜１回(10：00～16：00)　　

・はじめてのあかちゃんひろば：第1木曜(9：30～15：30)

・0歳児のひろば：第3木曜(12：00～15：30)

要予約　・ベビーのひろば：第3木曜(10：00～12：00)　

・しんみりひろば：第2・5木曜(9：30～15：30)　・よりそいひろば：第4木曜(9：30～15：30)

千二地区子育てサロン「カンガルー」　　毎月第２水曜　10：00～12：00　千二公民館

千三地区子育てサロン　　毎月第１木曜　10：30～11：30　千三公民館

千新地区子育てサロン「のびのび」　　毎月第１水曜　10：15～11：45　千里山竹園児童センター

千里山竹園児童センター　　(色々あります。問い合わせてください。)  


