
 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 
　まちづくり会では役員会議という名称で集まり意見交換などをしておりましたが、総会を機にどな
たでも参加しやすくしようということで名称を「運営会議」に変更いたしました。奇数月第3火曜日　 
に北青葉台自治会館で19:30より開催しております、石仏小学校区の方ならどなたでも 
　ご参加いただけます、ご自身の今までのキャリアを活かせる場としていかがでしょうか。 

ご意見等ございましたら、こちらまで　→ →　　ishishokkmachidukurikai@yahoo.co.jp 

わたしの趣味　＊皆さんの趣味を募集しています。

　北青葉台のSさん　木工パズルをされています、定年後に何か趣味を、ということで今では20年のキャ
リア。材料の木はセンの木やブナで糸鋸盤で切り取っていくそうです。思いついたが吉日、みなさんも
いかがでしょうか？　自治会や公民館のサークルなどから始めるのも、いいのではないでしょうか。
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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　南青葉台に『野菜市』試験オープン

当会
の
活 動

こ

　　　店が皆無の南青葉台にお店をとの思いで試験的に開催。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   6月4日(月)よりテストオープン 
　　　　　　　　 

  第１回野菜市は、どれほどの方が来られるか想定でき 
　　　　　　　　　　　　　　 なかったため回覧版は回さず、４か所の掲示板に掲示 

                                                                                            しただけでしたが人伝てに知ったなどで30名前後の　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  方が来店し、４０分ほどで完売になりました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野菜が手に入らなかった来店者の方にお詫び　　 

　　　　　　　　　　　　　　　申し上げます。 
　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　  　アンケート結果 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎月第１,3月曜日販売：販売日を毎週にが数人 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販売曜日：月曜日が良い、回答者の殆ど全員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品価格：全品１００円均一はうれしい、過半数　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　 

ご来店のみなさま、ありがとうございました。 
　　　　　　　　今後も皆さんによろこばれる野菜市に育てます。 
　　　　　　　　　また話し合いの場としてお気軽にお越しください。　店員一同礼



　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） 

・   ９月　秋の花壇活動開始　 
               花手入れ、草取り 
　　　　   肥料入れ 
・１０月　秋の植苗の準備　 
               花、土の整備 
・１１月　秋の花苗の植え替え・12月１日（土）イルミネーション点灯開始予定！

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

＊石仏小学校区の皆さんにお願い 

　石仏小学校は昭和56年に開校。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。詳細日時
が決まりご都合がつくようでしたら、是非ご協力ください。 

　　         ⭐石仏小学校のこれから実施される学校行事 
　10月 19  日（金）　運動会の準備　（除草・テント設営　他） 

ボランティア連絡先：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

8/25(土)先生、PTA、地域ボランティアそして学校児童
も集まり新学期に向けて整備活動を行いました。

写真は「ほっこり壱番館」2014年12月11日にオープンしました。石仏小学校区にお住いの方なら 
どなたでもご利用いただけます。入館料は100円　コーヒと茶菓子付きです 
みなさんのひとときの居場所として、ご利用いただければ幸いです。 
まちづくり会のコミュニティーサロンは現在3館までありますのでお近くのサロンをご利用ください。 

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

Topic　各地域の活動　　　　　　　　　　　

秋以降の地域の催し 
    10月14日（日）南青葉台防災訓練 
    10月  6日（土）・ 7日（日）加賀田フェスティバル 
    11月17日（土）いきいき健康の集い　　　　　　　　　　　　＊以下の写真は昨年のものです

上2枚：7/29南青葉台納涼祭、中段1枚、下2枚8/4北青葉台サマーフェスティバル 
毎年この地区のビッグイベントです！北青葉台では40年続いた「盆踊り大会」
は残念ながら平成25年に潰え翌年から始めた「北青葉台サマーフェスティバ
ル」は今年で第5回となりました。南青葉台についても、ともにとても手間
のかかる行事ですが楽しみにしている子供達のため大勢のボランティアの方々
のマンパワーで継続しています。 
今年もこんなに子供達がいたのかと驚かされます。私たちの子供の頃から 
見ると思い出となる行事が年々少なくなっています、子供たちの夏の思い出 
「お祭り」を先人に見習い順繰りに続けていけたらいいなと思います。

防災訓練 加賀田フェスティバル いきいき健康の集い
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