
7月19日 （土） 納涼映画祭（石小 校庭） 青少年健全育成会　青少年指導員連絡協議会
7月22日 （火）　   ☆水泳教室が始まる　 石仏小学校
7月26日 （土） 南青葉台盆踊り大会 南青葉台自治会　むつみ会　福祉委員会　

 　8月　2日（土） 北青葉台サマーフェスティバル 北青葉台自治会
8月23日 （土）   　☆環境整備活動（トイレ掃除他） 石仏小学校

8月23日 ・ 24日　☆ 芝生でキャンプ 石仏小学校　（4年生以上）

8月23日 ・ 24日 地蔵盆 尾崎自治会（23日）　石仏（上 中 下）自治会（24日）

9月12日 (金） 秋海棠観賞ウオーク 石仏小学校区福祉委員会　石小校区まちづくり会　共催

10月12日 (日) 加賀田フェスティバル 加賀田フェスティバル実行委員会
10月19日 （日）     ☆運動会 （事前に会場準備） 石仏小学校
 ９月～11月（日未定）☆秋の遠足 石仏小学校　（低学年　中学年）

11月24日 祝日 いきいき健康のつどい 石仏小学校区福祉委員会

　☆　石仏小学校運営協議会 ・加賀田中学校区学校支援ボランティアから「支援協力」をお願いする行事　ご支援よろしくお願いします。

　　　　（依頼元　：　石仏小学校運営協議会・加賀田中学校区支援ボランティア代表　硲　　電話６５－１８６３）

○河内長野市中部地域包括支援センター 　( 安心の相談所～河内長野市からの受託事業） 平成２５年度の活動

　　　所在地 ： 河内長野市　上田町１５５－５　　　電話：０７２１－５５－３４５１　　ＦＡＸ：０７２１-５５－３４５２ 　２月２８日　機関紙　創刊号　「ほっこり　Ｎｏ．１」　発行

　  ☆高齢のみなさんを支えるための拠点です。お気軽にご相談下さい。 相談無料 プライバシー厳守 　３月　８日　まちづくり地域デビュー講座　２講座シリーズ

      何かお困りごとはございませんか。保健師 社会福祉士 主任ケアマネジャーが対応させていただきます。  　　　１５日   ～まちづくりワークショップ～　開催

      ご用の際はお気軽にお電話下さい。 必要に応じてご自宅に出向いて対応させていただきます。 　３月３１日　備品管理台帳完成
　　　　　　　～資機材の公益活動団体への貸出制度発足～

○いきいきネット相談支援センター　( 社会福祉協議会の相談所～河内長野市からの受託事業） 　 　まちづくりワークショップ  成果発表風景

　  　所在地　：　加賀田公民館内（加賀田６１７－４） 　 電話　０８０－１４５７－１４１６ 　 平成２６年度の活動
　　☆福祉に関係する あらゆる相談に応じさせていただきます。 　相談無料　プライバシー厳守  資機材 お貸しします 　 　４月１５日　第１回役員会 ： ほっこりＮｏ．２　発刊時期 ・紙数 決定

　　　お困りごとはございませんか。どんなことでもお気軽にお電話を下さい。ＣＳＷ（※）がお待ちしております。 　プロジェクター/スクリーン 　 　５月２０日　第２回役員会 ： プロジェクトチーム（ＰＴ）設置
　　　相談日　：　土・日・祝日・年末年始を除く毎日（月曜日は社協事務所(大師町２６－１）にて開設） 　ハンズフリーマイク ・スピーカー 　   ５月２４日　第２回総会  　： 平成２６年度活動計画等承認
　　　相談時間  ： 午前１０時～午後４時３０分 ※ＣＳＷ：コミュニティー・ソーシャル・ワーカー 　　　詳細は事務局　亀井まで 　 　６月１７日　第３回役員会 ： ほっこりＮｏ．２印刷原稿完成

電話　６２－６９０２ 　　 ７月　７日　「ほっこりＮＯ．２」発行～石小校区内全戸（１，９００戸)に配布～

　   ←ハンズフリーマイク ・スピーカー

     平成25年12月末現在

　町　名 　世帯数 　人口計   ０～１４歳　　　（率） ６５歳以上（高齢者）   (率)
石　　　仏 110 239 22 (9.2%)    　　     100　　　　　（41.8%）
加 賀　田 814 2,228 380 (17.1%)    　　     477　　　　　（21.4%） 　　　プロジェクトチーム名　　　　　　　 リーダー         サブリーダー        連絡窓口
北青葉台 1,146 2,702 318 (11.8%)    　　     953　　　　　（35.3%）   ほっこり編集室  　亀井 竹下・田村・福西・村上   亀井　６２－６９０２
南青葉台 830 1,872 134 (7.2%)     　　    872　　　　　（46.6%） 　子ども見守り体制整備ＰＴ  　北森 西尾   北森　６４－８４５８
　　　　資料：市民窓口課住民基本台帳人口　 注）　自治会で把握している数と相違あり 　学校支援ボランティア増員ＰＴ  　丸山 田村   丸山　６２－３８７７

　買い物支援体制整備ＰＴ 　 乾 中西   乾　 　６５－０５８５
　コミュニティーサロン開設ＰＴ 　 亀井 竹下   亀井　６２－６９０２

　■お迎えと 言うなよケアの 送迎車 　■本性が 出ると言うから ボケられぬ
　■耳遠く オレオレ詐欺も 困り果て 　■子は巣立ち 夫旅立ち 今青春  ＰＴ ： プロジェクトチーム

  ほっこり編集室・・・・・・・・・・・ 早く地域の皆さんに親しまれる機関紙「ほっこり」になるように努めます。
健康長寿は 笑いから　　ほっこり   子ども見守り体制整備ＰＴ・・・ 沢山の方にボランティアとしてご参加いただき 大切な子どもたちを守りたい！　

  学校支援ボランティアＰＴ・・・・ 学校支援活動を一層充実するため ボランティアの増員を目指します。ご協力を！

　編集体制も十分に整わないまま　「７月　発行」 ・ 「紙数  ４ページ」のみを決定して編集に着手したので　記事   買い物支援体制整備ＰＴ・・・・ 高齢者も元気に外に出て 楽しく買い物ができる体制を早く整えたい。

の前提となる活動テーマを決定する作業と同時並行的に原稿作成や原稿依頼をしたりで 文字通り泥縄式の対   コミュニティーサロン開設ＰＴ・・近くに気軽に人と交流できる場ができれば どんなに楽しく過ごせることでしょう！

応となりました。　やっとのことで 活動項目を決め 活動内容を確定し 割付けして　紙面らしきものになったときは　

本当に「ほっこり」しました。　しかし 見るに耐えうる紙面になっているのかどうか 心配は一しきりでした。

　次号は 編集スケジュールを綿密に立て みなさまに満足いただける「ほっこり」をスムーズに発行したいと思い 　

 ます。　地域のみなさまには ますますのご支援を お願いいたします。 　　　　　　　編集室　一同

「第１３回シルバー川柳」入選作より  　編集室で　独断で選ばせていただきました。
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課題解決 に向け PT発足 

 お気軽に P T にご参加を！ 参加申込みは 上記連絡窓口へお願いします 

 ～人は 他の人から 必要とされることを 必要とする～ 

 ＰＴリーダーから一言    

 

あとがき 



ご紹介 石小校区まちづくり会　構成団体　（３５団体） 　 　秋海棠 観賞ウオーク
自治会　 石仏上地区自治会　石仏中自治会　石仏下自治会

新町町会　尾崎自治会　加賀田北自治会　北青葉台自治会　南青葉台自治会  日 　時  ：   ９月１２日（金曜日）　　小雨決行

北青葉５２自治会　加賀田宿舎自治会　トークタウン自治会　  集  　合  ：　午前９時に青葉台公園（南青葉台)集合

老人ｸﾗﾌﾞ 北青葉台 青葉会   南青葉台 むつみ会  行 　程   ：  青葉台公園←→岩湧寺　往復約１２㎞

子ども会 北青葉台子ども会  参加費   ：  無料　　持ち物 ： 弁当 飲料水 タオル

福祉関係 石仏小学校区福祉委員会　北青葉台地域福祉委員会　南青葉台地域福祉委員会  主　 催 　：　石仏小学校区福祉委員会　まちづくり会共催

石仏地域福祉委員会　新町地域福祉委員会　民生委員・児童委員・主任児童委員  申込み   ：　各自治会ごとに取りまとめのうえ下記へ

河内長野市中部地域包括支援センター   　市原　北青葉台31-6　電話６４－０９１７

防災関係 北青葉台自治会自主防災委員会　南青葉台防災委員会     岩湧寺周辺に咲く秋海棠

防犯関係 河内長野防犯協議会石仏第一支部　同第二支部　同第三支部

北青葉台子ども見守り隊　南青葉台福祉委員会子ども見守り隊

学校関係 加賀田中学校　石仏小学校　石仏小学校ＰＴＡ　石仏小学校学校運営協議会　

加賀田中学校区学校支援ボランティア　青少年指導員連絡協議会　　　 　
その他 加賀田フェスティバル実行委員会

　

　　　見 学 先 　：　お茶のみ休憩所　「いこか」 大東市住道北地区福祉運営委員会

　　　見学日時  ：  平成２６年８月６日（水） １３：３０～１５：００　集合場所、時間等詳細は後日参加者に連します。

　　　募集定員　：　５名（先着順）　（まちづくり会関係者　福祉委員　５、６名が随行します。）

　　　応募要領　：　氏名　住所　電話番号を　事務局（亀井　電話６２－６９０２）に電話で申し込んで下さい。

　　　応募締切　：　平成２６年７月３１日（木）　先着順５名　　応募に漏れた方は今後の同種企画への参加優先を考慮

　　　交通費用　：　当会が負担します。

みんなで つくりあげよう　住み良い まち を！
          自助

　　　　　共 助 　　　家族     共助

         地域 　　　　　近所

     広げよう
      公助  　　　人の輪を！　　　専門家
      行政        　　　  事業者

     共助

    ボランティア

テーマ　 　： 　まちづくり、地域課題への取組みについて 400字詰原稿用紙３枚以内

部   門　　：　 ①大人（１８歳以上）の部　　②高校生.・中学生の部　　③小学生の部　 の３部門

 　作 応募先　　：　 住所 氏名 電話番号を記入のうえ 下記☆印へご持参下さいますようお願いします。

　 文 締切日　　：   平成２６年８月３１日(日）

賞（部門別） ：  各部門とも 優秀賞 佳作の２点 を役員会で厳選し 図書券等の賞品を贈呈します。

発 　表　　：　 ほっこりＮｏ．３　掲載　（平成２６年１１月発行予定）

テーマ     ：　石小校区内の風景画　または　まちづくりをテーマにした絵（絵具は自由）

部　門     ：　 ①未就学児童の部　②小学生の部　③中学生の部　の3部門

   絵 応募先　　：　 住所 氏名 電話番号を記入のうえ 下記☆印へご持参下さいますようお願いします。

締切日　　：   平成２６年８月３１日(日）  

賞（部門別） ：  各部門とも 優秀賞 佳作の２点 を役員会で厳選し 図書券等の賞品を贈呈します。

発 　表　　：　 ほっこりＮｏ．３　掲載　（１１月発行予定）

　市民まつり
　　　　☆ 提出先　：　 北 青 葉 台 に お住まいの方･･････竹下（住所　北青葉台１１－２７　電話６３－７３５５）　 　　パレード

南 青 葉 台 に お住まいの方･･････田村（住所　南青葉台５－１１　　電話６２－５０６０)        ４月６日　市制施行６０周年記念式典　　

石仏 ・ 加賀田にお住まいの方･････亀井（住所　南青葉台１１－９　 電話６２－６９０２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　５月２３日　石小５年生　遠足
　　　岩湧寺／四季彩館／伝大江時親邸
　　　大江さんの説明を熱心に聴く生徒たち

　　　毎週　月曜日／水曜日／金曜日
　　　北青葉台「お元気クラブ」ウオーキング

      　　 毎週　水曜日
　　　南青葉台「お元気くらぶ」ウオーキング

６月６日 　石小ホタル観賞会
夜道を蛍生息地の惣代へ
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 高砂の 尾上の桜 咲きにけり 

 外山の霞 立たずもあらなん 

        大江匡房 

まちづくり作品募集 

５月１１日 


