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各地で協議会が動く

発 行 元 ： 各 地 域まちづくり協議会
長 野 小 学 校 区 まちづくり会議
小 山 田 小 学 校 区まちづくり会
川 上 小 学 校 区 地域まちづくり協議会

会で は、ぐる っとまち じゅ

小 山田小学 校区まち づく

0
0円
0
0
円コ
コー
ーヒ
ヒー
ー大
大繁
繁盛
盛
1
1

高 向 小 学 校 区 “ひと・まち・ゆめ”づくり会

電 話 ： ０ ７ ２ １‐５３‐１１１１

連 絡 先 ： 河 内 長 野市 市民協働室

う博 物館に協 力し、寺 ケ池
公園 での音楽 祭に併せ てオ

高
高向
向も
も設
設立
立

ルな どを乗り 越え無事 に開 校区 “ひと・ まち・ゆ め”

ープ ンカフェ を実施し た。
高 向小学校 区では、 平成
4 年 9 月、校 区 内の自 治 会
当 日は、ロ ック、フ ォー 2
ク、 レゲエな どの若者 グル や地 域団体、 ＮＰＯ法 人な
1の団体 ・機関・ 施設
ープ が聴衆を 魅了する 中、 どの 5
コー ヒーメー カーのト ラブ から 賛同を得 て、高向 小学

個で １００円 という破 格値

店。 コーヒー とクッキ ー２ づく り会が設 立された 。

参 加メンバ ーも楽し い時

で販 売し、多 くのお客 にさ

んが 訪れて大 にぎわい 。

の目 的である 「ふれあ い」

協 議会では 、もうひ とつ

まち づくり会

も達 成できた ようだ。

なが の～が協

の農 林園芸学 ぼう会で は、

4年９ 月、川上 小学
平 成2
校区 地域まち づくり協 議会

4
力し 、平成2
0 月 8日
年1
2
（日 ）、駅前
ハロ ウィンパ

子ど も教室の

今 後は、概 ね毎月第 ２木

新素 材の「イ ノシシよ け」
実 験農場で は、今も アラ

曜日 に高向公 民館で、 まち

ーテ ィが開催
当 日は、１

イグ マやイノ シシによ る被

の活 用実験を 行った。

００ 名を超え

づく り交流会 を開催し なが

巡る ウォーキ ングイベ ント

害が 続いてい るとのこ と。

けた 周囲に杭 を打ち、 ロー

を実 施すると のこと。

る子 どもたち

し、 駅前商店

プに イノシシ が嫌がる 臭い

他 にも、安 全・安心 につ

する 歴史遺産 や自然資 源を
街な どを練り

を塗 布した布 を吊るし た。

なが る防災先 進地域へ の視

ら、 来春には 、地域に 点在

歩き 、子ども

協 議会では 、農産物 の鳥

察や 花苗の植 栽など環 境づ

膝 まで伸び た雑草を 刈り

たち の「トリ

獣被 害が度々 話題にな り、

くり 活動に取 り組む予 定。

取り 、ジャガ イモを植 え付

ック オアトリ

その 解決策を 考えてい る。

子 等 を 着用

ート 」のかけ

がマ ント・帽

され た。

イノ
ノシ
シシ
シ対
対策
策に
に妙
妙案
案か
か
イ

議～ ゆめ・街・

上げ ようと、 長野小学 校区 野駅 前を盛り 上げてい く。

そ のオープ ニングを 盛り 学校 区では、 今後も河 内長

間を 過ごせた よう。長 野小

ノ バティな がの５階 に開 声が 駅前に響 いた。

駅前でも大にぎわい

協議会だより

平成24年11月

地域まちづくり協議会だより
不定期発行

という指導に従って消火器

練では、火元を掃くように

に従い、３分以内に全員が

ベルと火災発生の校内放送

ずす、
パン＝レバーを握る、

を抜く、ポン＝ホースをは

り扱い順序のピン＝留め金

を上手に操作。消火器の取

川上小学校区地域まちづく

参加者全員にクリスマ

た様子に、「市内で一番良

を当てながら整然と避難し

難することも忘れないでく

切。無理せずに逃げる、避

も大切だが、命はもっと大

最後は、「火を消すこと

ださい。」という言葉で訓

評があった。

を覚えることができた。

り協議会から４名が訓練の

かそうと、住民同士の

スローズ苗がプレゼン
トされ、この苗の成長

る中、狭い場所での慎重な

どもの頃からの防災体験や

今回の取材を通じて、子

練が終了となった。

梯子操作で、３階に残され

訓練では、児童たちが見守

また、梯子車による救出

かった」との消防署員の講

校庭に避難。口にハンカチ

4年0月、秋晴れの
平成2
1
中、川上小学校の火災避難

約２５０名の児童が非常

様子を見学した。

交流・情報交換に取り組む

訓練が実施され、地域との

避難訓練を見学

を華 々しく盛 り上げる こと

でいっぱいにしたいと

親睦を兼ねた花の文化
園見学会を実施した。

改めて感じた。

防災意識の啓発の大切さを

６年生児童による消火訓

た人を無事に救出できた。

参 加すると カードに スタ にな るほど。 期間中は 、老

夏休 み は ラ ジ オ 体 操
小 山田小学 校区まち づく

子 どもたち の笑顔に 癒さ

える 参加者が あった。

り会 では、夏 休みに、 寺ヶ ンプ が貯まる こともあ り、 若男 女のべ１ ５００名 を超
時 には、芝 田市長や 田中

池公 園の噴水 前の四季 の広 子ど もたちは 大喜び。
場で 、早朝の ラジオ体 操を

実施 し、子ど もたちを はじ 副市 長の応援 などもあ り、 れ、 朝のさわ やかな取 り組

め多 くの住民 が参加し た。 時に は広場が 人でいっ ぱい みは 大成功と なった。
講義もあり、園内の花
を観賞しながら、楽し

川上小学校区地域ま

考え、まずは花の文化
園で花や植物について

当日は、竹田園長の

く学ぶことができた。
また、お土産として、

ちづくり協議会の専門
部会の一つ農林園芸学

詳しく学び、活動に活

が楽しみとなった。

ぼう会では、地域を花

花
花の
の文
文化
化園
園で
で花
花を
を学
学ぶ
ぶ

子どもたちにあやとりを教えるボランティア

当 日は、運 営ボラン ティ がで きた。

びイ ベントを 実施した 。

合」 に参加し 、むかし あそ は大 満足。夏 休みの終 わり

する 「くろま ろキッズ 大集 くさ んの遊び に子ども たち

会議 ～ゆめ・ 街・なが の～ ども が参加し て大盛況 とな
4 年８月、 キッ った 。木コマ 、あやと り、
では 、平成2
クス で、教育 委員会が 主催 紙飛 行機、丸 太切りな どた

長 野小学校 区まちづ くり アを はじめ、 たくさん の子

む
むか
かし
し遊
遊び
び大
大盛
盛況
況
平成24年11月

地域まちづくり協議会だより
不定期発行

