
 知っ得 ご存知でしょうか？たよりになる　この力を 一人で悩まないで　まず　お気軽にお電話を

　河内長野市（市からの受託事業） 
　　　　中部地域包括支援センター 

　　所在地：上田町155-5 
          電　話： 0721-55-3451

　高齢者の皆さんを支えるための拠点です 
　お気軽にご相談ください。相談無料、プライバシー厳守 
　困りごとができたら、先ず電話してください。 
　保健師　社会福祉士　主任ケアマネージャーが対応

　河内長野市社会福祉協議会 
　　　　（市からの受託事業） 

            いきいきネット相談支援センター 
　　   所在地：加賀田公民館内 
　　      電　話：080-1457-1416

　福祉に関する、あらゆる相談に対応。 
　　相談無料　プライバシー厳守 
　困りごとができたら、先ず電話してください。 
　CSW(コミュニティーソーシャルワーカー）が対応

あとがき 
　今回のTopicは石仏小学校区内に位置する加賀田神社の絵馬『楠公図』模写復元を取り上げさせて
いただきました。実物の彩色の美しさは素晴らしいものです。印刷では残念ながら実感することは 
難しいと思います、模写復元された絵馬は湊川神社（神戸市中央区）に奉納されていますので 
加賀田神社の絵馬と併せてご覧いただければと思います、逆に湊川神社で模写復元絵馬を見られた方
が楠公さんに興味を持って河内長野へ足を運んで頂ければ地域活性化の一助になるかと思います。 

わたしの趣味　＊皆さんの趣味を募集しています。

北青葉台、絵手紙クラブです。現在11名のメンバーで毎月第２、第４金曜日の午後自治会館で活動しています。 
この会ができて１０数年になります、先生はおられませんが新しく入った人は先輩に色使いなど教えてもらいます 
毎回出来上がった作品は皆んなで褒めあって大満足しています、あとはお楽しみのお茶会!!  笑顔一杯で散会です。

発行部数：2,500部　配布先：石仏小学校区全戸・学校・公益活動諸団体　　発行者：会長　亀井敬二 

ご意見等ございましたら、こちらまで　→ →　　ishishokkmachidukurikai@yahoo.co.jp
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当会の願い： 
　超少子・超高齢・核家族化社会の到来によって 
  地域に生じてきている様々な課題を地域のみんなで解決する
「地域住民による　地域のためのまちづくり」を 
  めざしています。みなさんの一層のご理解とご支援 
  ご参加をお待ちしております。

  Topic　加賀田神社の絵馬『楠公図』模写復元

当会
の
活 動

こ

明治15年制作の桜井の別れ図絵馬を模写復元し 湊川神社に奉納 
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加賀田神社が所蔵する南北朝時代の武将 
楠木正成正行父子の「桜井の別れ」を描いた絵馬 
（縦1.2メートル、横1.9メートル）が模写復元。 
明治時代に制作され経年劣化で傷んでいたものを 
同市の天野山文化遺産研究所がよみがえらせました。

◇桜井の別れ1336年（延元元年） 
足利尊氏の大軍を迎え撃つため、京都を出発した 
楠木正成が、西国街道の桜井駅（島本町）で正行に
故郷で再起を図るよう諭し、涙ながらに別れたと 
される話。

蛍光X線装置で絵具の元素分析、彩色に使用された顔料を推測

朱、弁柄、岱赭、黄土、銅緑、花緑青、墨 
ウルトラマリンブルー、金、真鍮、貝殻胡粉 
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新年あけましておめでとうございます！

模写復元に使用
された顔料



　お花で街を飾りましょう！PT  　　　  PTリーダー伊澤　☎65-0137

　学校支援ボラアンティア増員 PT　　　　　PTリーダー丸山　☎62-3877

プロジェクトチーム　　　都合のいい日、空いた時間での自由なボランティア活動に参加してみませんか？ 

PT活動　　ボランティア活動に関心のある方はご連絡ください。

ふれあい花壇スケジュール
（南青葉台公園下） 

○2018.12/1～2019.1/31まで 
　イルミネーション点灯 

＊30名ほどのボランティアの方々に 
　ご協力をいただき定期的に 
　花の植え替えを行なっております。

　コミュニティーサロン増設 PT　　　　　PTリーダー亀井　☎62-6902

石仏小学校は昭和56年開校 :  当時は1,000名近い生徒がいましたが現在は240名ほどになっています。地域の協力なくしては

学校行事が円滑に行えないのが現状です、お手伝いが可能な日時を登録いただければそれに応じてご案内させていただきます。

ボランティア募集連絡先：石仏小学校 ☎ 68-8766 斎藤教頭　石小まちづくり会学校支援PTリーダー丸山茂樹 ☎  62-3877

10/19(金) 運動会の準備を父兄の方ボランティア 
子供達も一緒になって行いました。

写真は「ほっこり参番館」石仏小学校区の趣味をお持ちの方を講師に迎え 
　ペーパークラフトや折り紙の教室を開催しました。（左：牛乳パックで小物入れ／右：折り紙でピエロ） 
　３館のいずれも100円で飲み物、お菓子付きです、ご来館をお待ちしております。 

壱番館 
青葉台コノミヤ隣　北青葉台バス停前です 
＊毎月第 2 ・４木曜日　午後２時から５時

弐番館 
南青葉台6-15寿里苑フルール１階です 
＊ 毎月第 2 日曜日　午後２時から５時

参番館 
北青葉台12-30喜田邸です 
＊毎月第 1木曜日　午後２時から５時

11/21(水) 石仏小学校、加賀田中学校２校合同で 
秋のクリーンキャンペーン

11/28(水) 石仏小学校6年生を対象に「ふるさと勉強会」 
観光ボランティアの方と石仏寺、太子の井戸、庚申堂へ

Topic　各地域の活動　　　　　　　　　　　

これからの地域の催し 
    ３月 3日（日）天見川一斉清掃（新町町内会会館附近9:00集合予定）「河川を美しくする市民の会」主催 

　　   　　　　　　　　＊以下の写真は昨年のものです

10月6日,7日 第26回 加賀田フェスティバル 
　6日は台風25号の影響でテント設営等の準備ができず本番7日の早朝に設営となりました。7日当日は快晴 
　となりご覧の通りの賑わいとなりました、河内長野市無形民俗文化財「日野の獅子舞」、フラダンス等 
　多彩な催しを見ることができました、関係者の皆さん、ボランテイアの方々、ご苦労様でした！ 

天見川一斉清掃

11月17日（土）石仏小学校区福祉委員会主催の「いきいき健康の集い」
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