
　各地域の将来を担う、高向小学校区で生まれ育った小･中学生の健全な育成を支援する一環として、教育

機関への支援活動を実施しています。数々の活動の中から、今回は活動年月も長い｢こども安全見守り隊活

動」について紹介します。

　平成29年度総会が5月21日(日)、JA大阪南高向支店の大会議室において、

　平成16年度末にボランティア活動として結成。平成17年度より活動を　 地域内61団体の協賛を得て開催し、平成29年度各部会別の主要な事業計画

開始。活動歴は既に10年以上となりましたが、現在も校区で約60名の を次の通り決定致しました。

方々が、毎日小学生の登校時(早朝)と、部活中学生の下校時(夕刻)を 〔事務局部会　活動計画〕

重点に活動を継続しています。 ① 関係組織との連携を深め「当会の運営と活動」を推進する。

　見守り隊活動は、単に子どもの見守りだけでなく「まちの安全･安心 ②「河内長野市第5次総合計画(地域別計画)」を推進する。

を守る面でも効力が大きい」と高く評価されています。 ③ 住民同士が気楽に語り合える「交流会」を定期的に実施する。

　メンバーも結成時からの継続者も多く高齢化して来ました。今年は 〔校区連合防災部会　活動計画〕

本格的に❛若手(60歳代)の参画❜を呼びかけ、更なる活動の継続と充実 ① 防災研修や訓練に参加し、「防災意識と危険予知体制」を強化する。

を図っていきたいと思っています。是非ご協力をお願いします。 ② 校区主催の「防災講習会と地域合同防災訓練」を実施する。

③ 防災・防犯等、関係組織の連携を深め安全・安心施策を強化する。

〔地域発見部会　活動計画〕

① 地域をリレーする、｢新･地域発見ウォーキング｣を企画し、実施する。 

② ｢地域を知る調査や学びの機会づくり｣を企画し、実践する。 

〔事務局部会〕 〔地域発見部会〕 ③ 地域を知る活動として｢昔ことばさがし｣の取り組みをスタートする。 

　① ｢市･5次地域別計画｣の実行について 　① ｢新･地域発見ウォーキング｣を企画し実施する。 〔環境整備部会　活動計画〕

　　　上期 ⇒ 準備期間　10月 ⇒ 取り組み開始 　② ｢地域を知る調査や学びの機会づくりを企画する。 ① ｢アドプトリバー･高向｣活動を継続し、環境整備に努める。 

　② ｢各種イベント行事への協賛｣ ⇒ 詳細は事前連絡 　③ ｢昔ことばさがし｣の取り組みをスタートする。 ② ｢花苗の植え替え｣(プランタ50基)活動を継続、環境美化を図る。 

　③ ｢情報(ひ･ま･ゆNews等)｣の発行 ⇒ 2回/年以上   尚、実施日程･等、詳細については事前に連絡します。 ③ こども安全見守り隊と連携し、通学路の安全と地域の防犯活動に努める。 

上記は、平成 29 年度 4 部会における主要な活動計画です。

〔校区連合防災部会〕 〔環境整備部会〕 書面のスペース関係で、各項目とも概要的な記述となっています。

　① ｢防災講演会・訓練｣の実施 ⇒ 8･12月 　① ｢アドプトリバー･高向｣を継続し、環境整備に努める。 詳細は、計画項目の実施時に事前連絡致しますので、ご指導･ご協力のほど

　② ｢避難所の実態調査｣ ⇒ 9･2月 　② ｢花苗の植え替え活動｣を継続、環境美化を図る。 宜しくお願いします。

　③ ｢通学路の安全点検｣と対策の実施 ⇒ 7･11月 　③ 見守り隊と連携、通学路の安全･防犯活動に努める。

　④ ｢地域防災訓練｣への参加 ⇒ 11月(5組織参加)   尚、実施日程･等、詳細については事前に連絡します。

　関係機関や組織の主要な行事、｢高向公民館まつり｣や｢奥河内ロゲイニング大会｣｢奥河内くろまろの郷防災

フェア｣等に“まちづくり活動の一環”として協賛し、積極的に活動を展開し地域のPRに務めてきました。
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＊お問合せについては下記までご連絡下さい。

高向小学校区“ひと･まち･ゆめ”づくり会

・会 長 北 宅 実 ℡：0721-52-6115

・事務局長 森 光 啓 ℡：0721-53-0459 (同 fax)

・河内長野市 自治協働課（担当：芝氏） ℡  0721-53-1111

(土･日･祝日を除く平日 9:00～17:30受付) fax 0721-53-2380

参加者募集：ひ･ま･ゆ･会の活動に興味・関心のある方は 事務局長（森 光啓）までご連絡下さい。

編 集 後 記

平成29年度(内)の活動予定 （ H29年8月以降 詳細は別途案内

教育機関への支援活動の紹介 ( H28年度 下期 )

各種行事への協賛活動実施 ( H28年度下期 )



　平成29年3月19日(日)、日野みのでホールで外部講師(人と防災未来

センター研究員・菅野　拓 氏)による❝防災講演会❞を開催しました。

　講師の信条｢被災者目線での災害対応｣の重要性を熱っぽく語りかけ、

500時間 (20 日以上)の避難が想定される大規模災害では、避難所の

　平成28年11月6日(日)赤峰市民広場において、市内の自主防災組織・ 設営より運営が簡単にできない。平素から避難所の事前調査を行い、

自治会・関係組織(機関)・医師会・社協等々、60組織(約1,100名)の 実態を知って開設・運営することが、災害対策として重要なポイント

参加を得て開催された。 であることなど、大変有意義な講演を頂きました。

　会場は、❝私たちの街は私達で守ろう❞の気迫と意気が満ちており、

｢安全で安心なまちづくり｣の気運を強く感じました。

　｢アドプトリバー･高向｣の活動歴は、10年を超えました。環境整備の柱として、

　平成28年3月･5月に｢自主防災組織｣を結成したガーデン第１・第２　 毎年 3 回の｢河川清掃活動｣を継続･展開しています。

地区で、❝第１回合同防災訓練[11/13(日)]❞を開催しました。 　平成28年度は7月･11月と29/3月(市･河川清掃に協力)に実施しました。

　当日は天候にも恵まれ、子どもたちを含め100名を超える参加者で 現在、府とのアドプトリバー協定の締結は、高向地区のみですが、石川

活気溢れる訓練となりました。(市の消防車も参加) 流域に全地区が係わる当校区としては、各地区の理解を得て❝アドプト

　訓練は、①予め知らせておいた通り、無事を知らせる｢タオル｣を各戸 リバー活動❞(3回/年の河川清掃)の校区全域への拡大に努め、環境整備

の玄関先に出してもらう訓練、②市･危機管理課の指導による消火訓練 は基より恵まれた自然環境の保護に務めたいと思います。

③アルファ化米(豚汁付き)他、非常食の試食を行いました。又午後か

らは、｢一時避難所(くろまろの郷)｣まで徒歩移動し、経路の確認を行い

ました。今後も訓練を重ね、地区の防災力をアップして行きます。 　花苗の植栽活動は5年目を迎えました。プランタ50基に夏季(5月)と冬

季(11月)にベゴニアや日々草、ビオラの苗木を植え付け、校区内の公的

施設･人寄り場所･等に配置し、校区の環境美化に努めて来ました。今後

　旭ケ丘自主防災組織は、平成25年11月24日に設立･26年度より活動を は、休耕田の花壇化･等の企画･検討をしたいと考えています。

開始、3年間の活動歴を有しています。

　平成28年度は、｢大阪880万人訓練｣への参加(9/5.参加48名)と｢防災

研修会｣(9/24.参加47名)・｢防災訓練｣(11/26.参加118名)・等を実施。 　「晩秋の高向くろまろのふるさとを歩く」

　特に、11月26日の｢防災訓練｣では、心臓マッサージとＡＥＤの使用 　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者４０名　地域発見部会主催

法訓練、応急処置・応急タンカの作製と搬送訓練・消火訓練・炊き出し 　今回で３回目の地域リレーイベントとして、深まりゆく秋の高向を５

訓練･等、他地区参加者(新滝畑・日野両地区、計9名)と共に実施しまし ｋｍ近く歩きました。歴史学習館に集合し、学芸員から高向地域の歴史

た。引き続き、地区の防災意識と対応力を高めて行きます。 文化、遣唐使、玄理(くろまろ)のことや爪楊枝など地域の文化や産業に

関わる話を楽しく聞かせてもらって、まち歩きをはじめました。

　マップに記された地域のお地蔵さまや地蔵堂、観音堂、高向神社等を

　平成28年11月27日(日)、日野みのでホールで、｢自主防災組織設立｣に 巡りながら、郷土研究家の椋本氏に、仏像や神社のことばなどについて

取り組み中の日野地区自治会に於いて、❝安全で安心なまちづくり❞を の詳しい解説をお願いし、今まであることすら知らなかった地域の貴重

目指し、｢防災・救命講座｣を開催しました。 な歴史を知ることができました。

　当日は、早朝からの降雨にも係わらず、多数の参加者を得て盛大に 　参加者からは「いやーこんなんあるのしらんかったわ！」

開催し、参加者全員が真剣、且つ意欲的に取り組み非常に有意義な訓練 「めったに会わない人とお話ができてよかったわ、次も参加したい！」

でした。 などの声もいただき、それぞれ大切な歴史資源に出会え、大満足の一日になったようでした。

　訓練後のアンケートにおいては、①非常に良かった。今後も参加したい 　それにしても、地域発見を目指す私たち自身が「地域のことを知らなすぎるなあ」ということに気付き、

②冷静に対応できるか不安だが、今日の訓練を思い出してやりたい③共助 これまで以上に活動の必要性を感じる機会にもなりました。

が大切、普段からの交流の大切さを改めて考えさせられた・等々、頂いた 　この経験を生かし、次回は滝畑での地域発見ウオーキングを計画します。新たな地域発見を楽しみに、皆様

数多くの前向きな感想と意見を糧に、地区の防災力を高めて行きます。 の参加をお待ちしています。
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旭ケ丘地区 (H28年11月26日）

河内長野市・防災訓練

 校区主催・防災講演会

校区防災講演会( H29年3月19日 )
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市 防災訓練 (H28年11月6日)

プランターの花苗植え替え ( H28年11月 ･H29年5月 )

｢アドプトリバー･高向｣の実施（ H28年7月･11月･H29年3月 ）
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プランターの花苗植え替え ( H28年11月 ･H29年5月 )

｢アドプトリバー･高向｣の実施（ H28年7月･11月･H29年3月 ）

地域発見ウォーキングの実施（ H28年11月20日 ）

防災訓練･講演会の実施 ( H28年度 下期 )



　各地域の将来を担う、高向小学校区で生まれ育った小･中学生の健全な育成を支援する一環として、教育

機関への支援活動を実施しています。数々の活動の中から、今回は活動年月も長い｢こども安全見守り隊活

動」について紹介します。

　平成29年度総会が5月21日(日)、JA大阪南高向支店の大会議室において、

　平成16年度末にボランティア活動として結成。平成17年度より活動を　 地域内61団体の協賛を得て開催し、平成29年度各部会別の主要な事業計画

開始。活動歴は既に10年以上となりましたが、現在も校区で約60名の を次の通り決定致しました。

方々が、毎日小学生の登校時(早朝)と、部活中学生の下校時(夕刻)を 〔事務局部会　活動計画〕

重点に活動を継続しています。 ① 関係組織との連携を深め「当会の運営と活動」を推進する。

　見守り隊活動は、単に子どもの見守りだけでなく「まちの安全･安心 ②「河内長野市第5次総合計画(地域別計画)」を推進する。

を守る面でも効力が大きい」と高く評価されています。 ③ 住民同士が気楽に語り合える「交流会」を定期的に実施する。

　メンバーも結成時からの継続者も多く高齢化して来ました。今年は 〔校区連合防災部会　活動計画〕

本格的に❛若手(60歳代)の参画❜を呼びかけ、更なる活動の継続と充実 ① 防災研修や訓練に参加し、「防災意識と危険予知体制」を強化する。

を図っていきたいと思っています。是非ご協力をお願いします。 ② 校区主催の「防災講習会と地域合同防災訓練」を実施する。

③ 防災・防犯等、関係組織の連携を深め安全・安心施策を強化する。

〔地域発見部会　活動計画〕

① 地域をリレーする、｢新･地域発見ウォーキング｣を企画し、実施する。 

② ｢地域を知る調査や学びの機会づくり｣を企画し、実践する。 

〔事務局部会〕 〔地域発見部会〕 ③ 地域を知る活動として｢昔ことばさがし｣の取り組みをスタートする。 

　① ｢市･5次地域別計画｣の実行について 　① ｢新･地域発見ウォーキング｣を企画し実施する。 〔環境整備部会　活動計画〕

　　　上期 ⇒ 準備期間　10月 ⇒ 取り組み開始 　② ｢地域を知る調査や学びの機会づくりを企画する。 ① ｢アドプトリバー･高向｣活動を継続し、環境整備に努める。 

　② ｢各種イベント行事への協賛｣ ⇒ 詳細は事前連絡 　③ ｢昔ことばさがし｣の取り組みをスタートする。 ② ｢花苗の植え替え｣(プランタ50基)活動を継続、環境美化を図る。 

　③ ｢情報(ひ･ま･ゆNews等)｣の発行 ⇒ 2回/年以上   尚、実施日程･等、詳細については事前に連絡します。 ③ こども安全見守り隊と連携し、通学路の安全と地域の防犯活動に努める。 

上記は、平成 29 年度 4 部会における主要な活動計画です。

〔校区連合防災部会〕 〔環境整備部会〕 書面のスペース関係で、各項目とも概要的な記述となっています。

　① ｢防災講演会・訓練｣の実施 ⇒ 8･12月 　① ｢アドプトリバー･高向｣を継続し、環境整備に努める。 詳細は、計画項目の実施時に事前連絡致しますので、ご指導･ご協力のほど

　② ｢避難所の実態調査｣ ⇒ 9･2月 　② ｢花苗の植え替え活動｣を継続、環境美化を図る。 宜しくお願いします。

　③ ｢通学路の安全点検｣と対策の実施 ⇒ 7･11月 　③ 見守り隊と連携、通学路の安全･防犯活動に努める。

　④ ｢地域防災訓練｣への参加 ⇒ 11月(5組織参加)   尚、実施日程･等、詳細については事前に連絡します。

　関係機関や組織の主要な行事、｢高向公民館まつり｣や｢奥河内ロゲイニング大会｣｢奥河内くろまろの郷防災

フェア｣等に“まちづくり活動の一環”として協賛し、積極的に活動を展開し地域のPRに務めてきました。

11月13日 第2回ロゲイニング大会 2月12日 高向公民館祭り 3月11日 防災フェアー

高向小学校区“ひと・まち・ゆめ”づくり会

2017.上期号

こども安全見守り隊活動

ひ・ま・ゆ Ｎｅｗｓ ２０１7 （上期号）

平成２９年度総会の開催 ( H29年5月21日 )

＊お問合せについては下記までご連絡下さい。

高向小学校区“ひと･まち･ゆめ”づくり会

・会 長 北 宅 実 ℡：0721-52-6115

・事務局長 森 光 啓 ℡：0721-53-0459 (同 fax)

・河内長野市 自治協働課（担当：芝氏） ℡  0721-53-1111

(土･日･祝日を除く平日 9:00～17:30受付) fax 0721-53-2380

参加者募集：ひ･ま･ゆ･会の活動に興味・関心のある方は 事務局長（森 光啓）までご連絡下さい。

編 集 後 記

平成29年度(内)の活動予定 （ H29年8月以降 詳細は別途案内

教育機関への支援活動の紹介 ( H28年度 下期 )

各種行事への協賛活動実施 ( H28年度下期 )
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