
　　　　オレンジリボンは、「子どもの虐待のない社会の実現」をめざす市民運動のシンボルマークです。　　　
Ⓡ

城東区通信

地域活動協議会連絡会では、より良い「まちづく
り」にむけて、地域単位でテーマを定め各種事業に
ついての情報提供や質疑などを行う「情報交換会」
を開催しています。第13回情報交換会は、10月27
日（木）に聖賢地域活動協議会が「聖賢地活協の報
告および課題について」をテーマに聖賢会館で開
催しました。
聖賢地活協
が行っている
事業につい
て、パワーポ
イントと資料により丁寧な説明が行われました。
地域に貸し出しできるように準備された防災マ
ニュアルは引っぱりだこで、すべて貸し出しされ
ました。
また、食にこだわりがあり、食事サービスはすべ
て手作りであること、ふれあい喫茶で毎回違う種
類のパンを焼いてもらっていること、会館ベラン
ダのプランターを「ふれあい農園」と名付けてスイ
カを育て、参加者に振る舞ったことなどが報告さ
れました。事業を食べ物とセットで進めており、そ
れを楽しみに来られる方も少なくないでしょう。
ひとつひとつの事業をしっかり進めており、参
加して楽しい活動をめざしていることがよく伝わ
りました。また、テンポの良い説明に質問や意見が
他地域の情報交換会よりも多く出ていました。

 城東区まちづくりセンター　  6786-4862

魅力再発見魅力再発見
ふるさとふるさと奥野

区長の

魅力再発見魅力再発見

わくわく子育てクリスマスコンサートに
いってきました 12月4日（日）

　親子連れでたくさんの方が参加され、クリスマスのおは
なしの紙人形劇や手あそびを楽しんだり、木管5重奏の演奏
に合わせて歌ったり、いろいろな楽器と朗読でスクリーン
に映し出される絵本の世界を楽しんだりされていました。

　最後は、ゴスペルグルー
プと一緒にクリスマスソ
ングを歌って、子どもも大
人も楽しめるクリスマス
コンサートとなりました。

城東消防署の警防訓練を体験しました
  11月16日（水）
　区役所旧庁舎で行われた城東消防署の警防訓練を視察し
ました。2階部分が燃えているという想定で、消火隊の皆さ
んが手際よく梯子を立てかけ窓から突入し消火。私も防火
衣や呼吸器のボンベなど総重量15kg以上を装着し消火訓
練を体験しました。慣れない装備に手間取りましたが、時間
勝負の現場では1分以内に全て装着するそうです。実際に
放水すると、ボンベの重さと
水圧で後ろに倒れそうでし
た。隊員の皆さんが日々訓練
を重ね、区民の皆さんの安全
が守られていることに安心
しました。

城東区子育て情報 メールマガジン配信中！
amobile@mmag.city.osaka.lg.jp

 保健福祉センター 子育て支援室
 6930-9857　  6932-1295

みんなで子育て！
 みんなで応援！

シリーズ
子育て支援施設 Ⓡ

当園はJR京橋駅から南東に約
500メートルのところにあり、この
地域で67年の歩みを続けています。
キリスト教保育を基本として一人

ひとりの個性を尊重し、子どもたち
の“できた！やってみたい”の気持ち
を大切にしています。神様の愛に守

られて安心して園生活を過ごし、思
いやりのある優しい心と感謝する心
を育んでいます。　　　
2歳児クラス・預かり保育・子育て
相談を行っています。詳細はお問い
合わせください。

主な行事
親子遠足、父母の日礼拝、花の日礼
拝、施設慰問、プール、夕涼み会、お泊
り保育、敬老の集い、運動会、いもほ
り、秋の遠足、収穫感謝礼拝、クリス
マス礼拝、もちつき、生活発表会、お
別れ遠足、作品展　など

 6961-1627　  6961-1688　開園時間▶8:50～17:30
休園日▶土・日・祝日、年末年始、春・夏・冬休み

全愛幼稚園（鴫野西3-6-2）
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