
 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます！！ 

地域でボランティア活動等されている方々からの 

お祝いの言葉や地元ＰＲを紹介します！！ 
 

 

 

二十歳のみなさん、本日は誠におめでとうございます。これからは自分の判断

で決断していく機会が増えることと思います。自分自身の無限の可能性を信じ

て選び、進んでください。世界は広いです。皆さんに幸あれ！ 

平野区青少年指導員連絡協議会 会長 和田 理香子 

 

二十歳のみなさんは、平野区の宝。平野区の未来は皆さんの若い情熱と力で築く

ことが出来ます。これから先は 1日 1日を元気で自分の目標に向かって歩きま

しょう。そして、幸せな人生を送ることです。大人になられた皆さんを心より祝

福致します。 

平野区地域振興会・長吉六反連合町会 会長 豊田 幸一 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。他人を思いやる心を大切にして、ま

すます素敵な大人になってください。区社協では、若い世代のボランティアなどの社会

参加を積極的に応援しています。また、加美地域では、多世代交流を目的に様々な行事

を行っていますので、皆様の参加をお待ちしています。 

平野区社会福祉協議会・加美地域活動協議会・加美連合町会 会長 

林 幸男 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

〔創愛〕：平野南の町づくりの理念です。有機物、無機物を問わず、自己を取り

巻く万物に優しい目を向け、思いを馳せる。成果として、住み良い平野の町づく

りにつながっていくと確信しています。よろしく。 

               平野区選挙管理委員会 委員長 川上 昌一 

 

平野区内にある子ども会の活動を支援し、舞台発表の場の提供、スポーツ大会の

開催、書初め作品の表彰、工作活動等、地域で子どもたちが健やかに育つよう応

援しています。みなさまもぜひ、ご協力ください。 

平野区子ども会育成連合協議会 会長 吉田 英也 

 

二十歳の皆様、おめでとうございます。平野区の次の世代を担う皆様が心身とも

に健やかに成長されたことを心よりお喜び申し上げ、責任と誇りを持ってご活

躍されることを期待いたします。 

            平野区主任児童委員連絡会 代表  砂川 裕之 



 

 

二十歳のみなさん、おめでとうございます。 

今までの経験とこれから起こる色々な経験を生かして、あなたの周りにいる方たちと共

に幸せになってください。これからの人生が、素晴らしい出会いに恵まれ、輝かしい未

来になるよう心より祈っております。 

平野区青少年福祉委員連絡協議会 会長 小森 洋栄 

  

二十歳のみなさん、おめでとうございます。 

当協会は、地域コミュニティの醸成に向け、地域のみなさんと連携し、様々な取り組み

を行っています。今はコロナ禍で困難な状況ですが、これからも人と人のつながりを大

切にして、一層住みよいまちにしていきましょう。  

（一財）大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会 事務局長 佐藤 寿男 

 

当協会は、自家用自動車の健全な発展を図り、平野警察署と協力し交通安全の確

保と遵法精神の普及などの公益的活動を行っております。みなさんも交通事故

に遭わないよう、また交通ルールの遵守をお願いいたします。 

（一社）平野交通安全自動車協会 会長 村瀬 孝雄 

 

平野防犯協会は、平野区の安全・安心な町づくりを胸に防犯思想の高揚・普及に

努めております。皆様方のご協力の下、関係機関と連携を図り、今後も尽力して

参ります。二十歳の皆様も防犯活動にご協力お願いします。 

平野防犯協会 会長 後藤 静男 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

民生委員・児童委員は地域福祉の向上に向け身近な相談役として活動を行って

います。 

これからの地域社会は、皆さんをはじめとする若いエネルギーが是非とも必要

です。地域での二十歳の皆様のご活躍を期待しています。 

平野区民生委員児童委員協議会 会長 松野 長次 

 

平野地区保護司会は、犯罪や非行のない明るい社会をめざして活動しています。

活動拠点として、区民センター2 階に平野地区更生保護サポートセンターを開

設し、犯罪や非行などに関する相談に応じています。 

平野地区保護司会 会長 小野 哲利 

 

これからの人生が、良い出会いに恵まれ、幸せに満ちた日々でありますよう、

心からお祈りいたします。また、常に周囲への感謝の気持ちを忘れることなく

ご自分の選んだ道を一生懸命歩んでいってください。 

平野区更生保護助成協力会 会長 籔内 正夫 

 

  



 

 

 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。更生保護って何？と思われ

るかもしれませんが、少年院に行き誕生会、運動会、成人式等に参加させて戴

いています。皆さんは、自分に合った仕事を見つけて頑張って下さい。又こん

なボランティアの仕事もあるのだという事も頭の片隅に置いて下さい。 

平野区更生保護女性会 会長 上田 好子 

 

これから先色々な事を、経験しながら、前向きで人生を送ってください。 

当団体では、青少年の健全育成を中心に、ともだち活動を行っています。またご

協力をお願いします。          

平野区ＢＢＳ会 会長 井上 佳子 

 

平野区母と子の共励会は、母子家庭、父子家庭、寡婦で結成された会で、親子で

参加できるイベントの開催や、日頃の悩みに関する相談などを行っています。     

平野区母と子の共励会 会長 磯田 恭子 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

平野区で成長された皆様が社会の色々な所で活躍され、自分らしいすばらしい

花を咲かせる事を心より期待しております。また平野区で御家族を持たれた場

合はＰＴＡにご協力よろしくお願いします。 

平野区ＰＴＡ協議会 会長 中埜 達弥 

 

二十歳の方に接するたびに若い事は、すばらしいとの思いを新たにします。皆さ

ん実にエネルギッシュで、新鮮な意欲に燃え、目が輝いています。これから先楽

しい事、つらい事、苦しい事、色々なことを経験して、後悔のない人生を送って

ください。            

平野区体育厚生協会 会長 宇田 啓作 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

心からお祝いとお慶びを申し上げます。 

これから大人として社会で生きていく上で、たくさんの出会いを大切にして下

さい。当協議会ではスポーツボランティアに興味がある方の参加をお待ちして

おります。 

大阪市スポーツ推進委員平野区協議会 会長 阿部 仁 

 

いきなり耳の痛い話です。 

その外出は必要ですか？その集まりは今ですか？コロナ感染が広がっています。

あなたとあなたの大切な人を守りましょう。 

（一社）大阪市平野区医師会 



 

 

 

 

しっかりと自立した成人となるためには、健康管理が重要です。われわれ歯科医

師会は皆さんの健康管理の良きアドバイザーとして、治療だけでなく有用な情

報も提供できると思います。「口は命の入口、心の出口」です。大切にして下さ

い！！            

（一社）平野区歯科医師会 会長 江上 浩史 

 

薬剤師会は、薬を通して健康管理に役立てるよう活動をしています。二十歳とし

て歩み出されたあなたたちやご家族が元気でいられるよう街の薬局としてがん

ばっていきますので未来に向かって若い力も貸してくださいね。 

平野区薬剤師会 会長 安封 雅子 

 

商店街、お買物をするだけでなく地域のコミュニティをめざしてガンバってま

す。令和の時代、みんなが生まれ育ったこの街を他人まかせにせず一緒に守っ

ていきましょう。            

平野区商店会連盟 会長 南 幸之助 

 

当組合は、「安全・安心まちづくりキャンペーン」を後方支援し安全で安心して

暮らせる街づくりを皆様と共に作ってまいりたいと思っております。是非、若い

皆様のお力を頂き住み良い街を作っていきましょう。 

平野遊技業組合 支部長 中田 勝利 

 

二十歳の皆様、おめでとうございます。 

多くの人との出会いを大切に自分の人生を謳歌して下さい。平野地域では声か

け見守り訓練、防災フェスタ等、誰もが安心して住める町を目指して活動してい

ます。若い皆様のご参加お待ちしています。 

平野地域活動協議会 会長 水野 三枝子 

 

成人の日を迎えられたみなさんには、本日より大人としての自覚を持っていた

だくとともに、地域で行っている各種行事にも参加していただき、今以上に人情

あふれる平野区を私たちと一緒に作っていきましょう。 

平野連合町会 会長 大野 靖彦 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。コロナ禍での二十歳のつど

い、それでもおめでとう！ 

“みんなでつくろう！安心のまち平野西”“こどもからお年寄りまで力を合わ

せてまちづくり”をスローガンにしてまいります。みなさんの若い力、新鮮な

力を地域にも発揮してください。 

平野西地域活動協議会・平野西連合町会 会長 今岡 敏夫 



 

 

 

今年は皆様にとって、これからの長い人生を考えるには良い区切りの年だと思

います。考えるうちの一つに、地域への思いを入れて考えてみてください。皆様

の力が新しい地域を作り育てていってくれると心より願っています。 

新平野西地域活動協議会・新平野西連合町会 会長 戸田 昌克 

 

平野南地域は平野区のほぼ中心にあり幼児から高齢者まで安心に暮らせる町づ

くりにボランティア活動を通じて頑張っています。又、年間を通じてさまざまな

イベントを行い、多世代交流をはかっていきます。二十歳を迎えられた皆様にも

機会があれば是非ご参加ください。        

平野南地域活動協議会・平野南連合町会 会長 角野 隆康 

 

二十歳の皆さんおめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。 

二十歳のつどいが、簡素化されたことは残念ですが、皆さんが二十歳になった時、

世の中はどのような情勢だったか、決して忘れることはない思い出になると思

います。これから先はきっと明るい未来が待っているはず、これをバネに大きく

羽ばたけますようお祈り申し上げます。 

喜連地域活動協議会・喜連連合町会 会長 黒田 哲志 

 

皆さんも、今日から大人の仲間入りです。今後自分に責任を持って世の中の人の

ために、又、自分のために悔いのない人生を送って下さい。21世紀は、皆さん

の時代です。頑張って平野区を明るい住みやすい町にして下さい。 

喜連西地域活動協議会・喜連西連合町会 会長 東 春年 

 

成人の日を祝し、心よりお祝いを申し上げます。 

喜連東地域は、様々なイベントを通じて世代間交流し、若い世代の方も地域内

で交流していただける行事を積極的に開催しています。みなさんが住みやすい

まちになるよう取り組んでいますので、ぜひ地域活動にもご参加ください。 

喜連東地域活動協議会 会長 大塚 晃宏 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

スマホ、ライン、クラウド、アドレス等カタカナ文字の苦手な地域の大人たちに、

皆様の新鮮なエネルギーの提供をお願いします。 

喜連東連合町会 会長 岩永 一成 

 

これからは自分の発言や行動に責任を持ち、失敗を恐れる事なく、相手の立場に

なって考えられる、一人前のおとなとしての自覚が必要だと思います。喜連北で

は若い人の意見を反映し元気に楽しい地域作りを心掛け、皆さんの参加を待っ

ています。    

喜連北地域活動協議会・喜連北連合町会 会長 植西 正子 



 

 

 

 

長吉東部では、盆踊り・敬老会を中心に実施しています。やぐら組み・イベント

警備・広報等、みなさんが少しでも興味や関心があれば、お手伝い頂ければ嬉し

いです。コロナが落ち着いたら今年もやりますので、是非一度、お気軽に見に来

てください。 

長吉東部地域活動協議会・長吉東部連合町会 会長 山路 浩裕 

 

いよいよおとなの仲間入りです。今までは見守られていましたが、これからは見

守る側として、住みよい町づくりに参加して下さい。赤坂神社秋祭り・盆踊り大

会・社会見学・防災リーダーなどで活躍していただきます。 

長吉六反地域活動協議会 会長 田中 浩 

 

私たち長吉六反東地域は、「一人一人が防災リーダー」を目標に防災活動に力を

入れています。様々な年代の方々と共に手を取り合い、助け合うためにも若い皆

様の力が重要だと感じています。皆様の明るい未来に期待しています。 

長吉六反東地域活動協議会・長吉六反東連合町会 会長 上野 健一 

 

大阪メトロ長原駅の東側に長原東地域はあります。長吉ウェルカムタウン計画

で、これから発展していく地域です。二十歳の皆さんの若い力と元気な心で、子

どもが、大人が一緒に楽しめる、新しい街を造ってみませんか！ 

長原東地域活動協議会 会長 鈴木 光一 

 

二十歳のみなさん、心よりお祝い申し上げます。これからの未来を背負ってい

るみなさんへ、今まで育ててくれた親御さんや、地域の方々への感謝の気持ち

を忘れず、今後は、地域の青少年のよき先輩として活躍することを期待してい

ます。 

長原東連合町会 会長 藤井 伸祥 

 

二十歳の皆さん、おめでとうございます。 

今、日本は深刻な少子高齢化の時代です。 

明るく活力ある地域社会を創っていくためには、皆さんの若い力が必要です。 

地域活動へのご参加をお待ちしています。 

長吉長原地域活動協議会・長吉長原連合町会 会長 平野 重行 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。みなさんが住むこの地域をこ

よなく愛して下さい。瑞々しい感性と力強い行動力を地域の一員として大いに

発揮されることを期待します。しっかりバトンを受けついで下さい。次世代につ

なぐために‼ 

長吉川辺地域活動協議会・長吉川辺連合町会 会長 新田 恭子 



 

 

 

長吉出戸地域では様々な地域交流や防犯・防災の取り組みなど、安全で安心な地

域の顔が見える住みやすいまちをめざしています。二十歳の皆様には、これらの

行事に積極的に参加くださいますようお待ちしています。 

長吉出戸地域活動協議会 会長 川口 幸夫 

 

長吉出戸地域では、地域交流や青少年の健全育成など住民が安心して住みやす

いまちづくりに向けて活動をしております。 

二十歳の方々もぜひ長吉出戸地域での活動に参加し、地域活動の中心的に活躍

されることを期待しております。     

長吉出戸連合町会 会長 斉藤 保 

 

地域では、防犯や防災、地域交流など様々な活動をしており、二十歳のみなさま

には、地域においても中心的に活躍していただくことを期待しております。また、

同じ地域で暮らす人々に寄り添い、共に支え合うような社会人となるよう期待

しております。 

瓜破地域活動協議会・瓜破連合町会 会長 森田 輝彦 

 

瓜破西地域では青色防犯パトロールによる巡回・盆踊り大会・敬老会・合同防災

訓練・歳末夜警等のイベントを実施、又、小学生の下校に合わせ子ども見守り活

動を実施し、犯罪の無い「安全・安心な街づくり」に取り組んでいます。皆様も

是非参加をお願いします。 

瓜破西地域活動協議会・瓜破西連合町会 会長 増井 久雄 

 

ロシアのウクライナ侵略は世界の平和と暮らしを破壊しています。日本は戦争

でなく話し合いで平和を守る憲法９条を持つ国です。皆さんが何よりも命を大

切にする平和憲法を守る要になってください！ 

瓜破東地域活動協議会 会長 山本 聖司 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

これからは、自分の選んだ道を信じて一歩、一歩懸命に歩んでいってください。 

そして、常に努力を怠らず、何にでも挑戦し続ける気持ちを常に持ち続けてくだ

さい。若い皆様の地域活動での活躍も期待しております。 

瓜破東連合町会 会長 塚本 博光 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。 

人とのかかわりの中で人は育っていくものです。人との繋がりを大切に、たくさ

んの出会いがあるよう願っています。 

思い出の詰まったすばらしい 20代を。 

瓜破北地域活動協議会・瓜破北連合町会 会長 久保 勝利 



 

 

 

 

二十歳のみなさん、本日はおめでとうございます。それぞれの人生、夢や目標

は、お持ちでしょう。あせらず大切に育てられる事を願っております。又君達

と同じ若い人達の意見が、青指等を通じて地域のイベント等にも生かされてお

りますが、できれば直接参加していただければ大歓迎です。 

加美南部地域活動協議会・加美南部連合町会 会長 川口 正之 

 

加美北の二十歳になられた方おめでとうございます。 

これからは立派な社会人になり、人生は長い長い旅のようですが、楽あれば苦

ありと言いますが、川の流れのように逆らわずに人には思いやり笑顔を忘れず

前を向いて人生を歩んで下さい。 

加美北地域活動協議会・加美北連合町会 会長 西野 義一 

 

二十歳おめでとうございます。 

コロナ禍で大変な数年でした、青春の時期にご苦労様でした。これからはまさし

く新しい生活、社会を皆さんと一緒に築いて行きたいと思っています。共に頑張

っていきましょう。 

加美東地域活動協議会・加美東連合町会 会長 佐藤 貢 

 

 

 


