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つるみっ子写真館
つるみっ子写真館
ひろと

中西 宏仁

ちゃん（3か月）
宏仁の笑顔は家族みんなの宝物☆彡
たくさん笑って成長していってね(^^)
生まれてきてくれてありがとう！
宏仁に出逢えてパパとママは毎日幸せだよ♡

そう の すけ

ひ

な

本宮 妃菜ちゃん（4歳）

毎日たくさん笑い、たくさん遊び回る姿を見るたびにパワーを
もらいます。妃菜という名前は、おばあちゃんがつけてくれたん
だよ。とってもお気に入りの名前をひらがなで書けるようになり
たいと練習頑張ってる姿、嬉しいよ☆いつもありがとう‼♪

北浦 蒼之助ちゃん（7歳）
じょう の すけ
北浦 稜之助ちゃん（9か月）

優しいお兄ちゃんのことが大好きな弟♡
いつも遊んでくれてありがとう*\(^o^)/*
ずっと仲良し兄弟で♪

前田 夷ちゃん（6か月）
てん
前田 天夢ちゃん（3歳）

最近、
２人で遊べるようになってきて、
とても楽しそう♪これからも
２人仲良く元気に育ってね(^-^)

こう た ろう

中園 涼香ちゃん（6か月）

ハーフバースデーも終え元気いっぱい☆
これからも素敵な笑顔を見せてね♡生まれて
きてくれてありがとう(*^^*)

あさ か

金平 麻花ちゃん（9か月）

宮川 紘太朗

ちゃん（3か月）
たくさん飲んで、たくさん寝て、
スクスク育ってね！紘ちゃんの寝顔&
笑顔を見ると疲れが吹っ飛ぶよ。
たくましく、のびのび育ってね♡

野口 源喜ちゃん（6か月）

幸せをありがとう‼

新企画

溝上

かん た

大

ちゃん（6か月）
暖かくなったら外に行くのが
楽しみだな〜！おじぃちゃん、
おばぁちゃん、これからも
いっぱい遊んでね♪

三澤 千夏ちゃん（4歳）
ゆう か
三澤 佑香ちゃん（2歳）

公園が大好きなふたり。たくさん笑って
過ごせて、二人がいてくれてとっても
幸せだなぁ〜明日はどんな楽しいことしよう？

お子さんの写真を
広報紙へ載せてみませんか？

げん き

すず か

ち なつ

えびす

私達の
「喜びの源」
源喜くん！
むちむち☆ダイナマイトバディー！
！

対象／区内にお住まいの小学校就学前のお子さん
申込／
【データ送信】
必要事項を入力のうえ、2MB以内のJPEGデータで、
tr0008@city.osaka.lg.jpまで送信ください。
【持参・送付】プリントした写真と必要事項をご記入い
ただいたメモを、下記まで持参または送付によりご提
出ください。
必要事項／応募者の住所・氏名・連絡先・お子さんの氏名
（ふりがな）
・年齢・性別・お子さんへの一言（メッ
セージ）
〒538-8510（住所不要）鶴見区役所魅力創造課（広報戦略）
4階
番
6915-9683

大人の社会見学＆TSURUBATA mini

28年度は、地域と事業所との連携を深めることをめざし、新企画「鶴探-大人の社会見学&TSURUBATA
mini」
を5回シリーズの予定で開催することになりました。初回は、焼野地域活動協議会の構成団体でもある株式
会社ダイカン訪問のあとミニつるばた会議を開催しました。

●
「鶴探」
まちあるきで発見その１・メタンガス抜き管

●7月の事業予定
23（土）茨田東・Jr.防災リーダー学習会
24（日）茨田南・防災訓練／茨田南小学校
7月〜8月 夏休み期間中 各地活協・ラジオ体操
（各地域1週間程度。開催時期はお尋ねください）

標高39ｍの鶴見新山は、
国土地理院の地図に三角点が記される大阪市内最高峰の山です。
ただし、
ゴミと
土とがサンドイッチ状に重なり合ってできており、
ゴミの分解過程でメタンガスが発生するので、
鶴見新山付
近にはガス抜き管が3本埋め込まれています。
…と聞くと、
人体に影響ないのか心配になりますね。
メタンは牛
など草食動物のげっぷなどにも含まれるもので、
人体よりもむしろ地球温暖化への影響が懸念されています。
大阪市環境局では、
ゴミ集積場跡地を安全・快適に利用するために、
発生ガス調査を行い環境保全対策に
努めています。
発生ガスは大幅に減衰しているようです。

※日程は予定です。変更する場合もありますので、詳細は各地
活協に確認してください。
盆踊り・夏祭りの開催日は、表紙をご覧ください。通年事業
は広報つるみ6月号を参照してください。

●
「鶴探」
まちあるきで発見その２・きぎす橋

「焼野の雉子
（きぎす）
、
夜の鶴」
という故事があります。
子を思う親の情愛が深いことのたとえです。
それを
知ってつけられた名前でしょうかね？!
小耳ネタ★

地活協の環境活動−リサイクル

つるばた会議９報告〈最終回〉

＊
「鶴探」vol.1ダイカン見学とミニつるばた会議の詳細は、
広報つるみ８月号でご報告します。

「鶴本※」紹介−
『チカツキョウって？？』

町会

地活協（チカツキョウ）設立から3年。鶴見区役所で行った
区民アンケート調査で「地活協を知らない」と答えた人が5
割以上いました。運動会や子育てサロンには参加していても
チカツキョウの活動と結びついていない人が多いんですね。
チカツキョウとは、町会と各種団体等が連携・協力し
た地域を支える新しい地域活動のしくみです。鶴見区で
は12小学校区でつくられています。
※｢鶴本｣＝地域活動ガイドブックです。

今津：独自の規約

茨田南：自分たちのためのアンケート

アンケート調査は「事業効果の検証」のひ
とつとして始めましたが、集計結果をグラフ
化して運営委員で共有するうち、行事参加
者にもっと喜んでもらいたいという気持ち
が強くなり、アンケート回収数・参加率アッ
プ、そして行事の改善につながっていると思
います。課題は、内容の工夫や否定的意見に
も着目すること。このような努力が人材発
掘・育成につながることを期待しています。

テーマごとの
対応対象者別
活動

自防清見
主犯掃守
防灯 り
災見
組回
織り

地域社協

企業・事業所
従事者

地域活動協議会
学校教育
機関

「鶴本」のダウンロードはコチラ⬇
http://machidukuricenter.wix.com/tsurumi

3月4日（金）鶴見区の12地活協より活動
地活協の規約に、部会長を役員とするこ
報告をいただきました。
「運営」分野の報告
とを加え、細則を設けました。細則には、選
についてご紹介します。
考委員会を設置し、そこで会長や監事など
28年度も年明けにつるばた会議10「地
役員選出を行うことと、運営委員会を偶数
活協だョ！全員集合」を開催予定です！詳細
月に、役員会を毎月開催することを明記しま
は、鶴見区まちづくりセンターホームペー
した。規約では解決できない課題として、
「 連合」
「 社協」の相互の関わりが
ジ、
またはFacebookで確認してください。 「地活協」
わかりにくい、参加者の固定化などがありま
http://machidukuricenter.wix.com/tsurumi
す。連合での広報も必要だと感じています。
https://www.facebook.com/turucafe

各種団体

防防衛福
災犯生祉

…
…
…
…

環境省が推進する環境活動に３Ｒ
（スリーアール）があります。
リ
デュース
（Reduce＝モノを減らす）、
リユース
（Reuse＝繰り返し使う）、
リサイクル（Recycle＝再資源化）の３つのＲ
（アール）の総称です。茨田
南地域と焼野地域では、
このうち
「リサイクル」の観点から、
エコキャップ
回収活動を年間通じて行っています。
リサイクルで得た収入を寄付金と
して、複数の団体や企業が貧困に苦しむ世界の子ども達の支援活動を
行っています。認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」
（ワクチンで支援）、公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」
（栄
養給食で支援）、公益財団法人「プラン・ジャパン」
（文房具で支援）
など
がそれです。地活協の活動が、
子ども達の笑顔につながっています。

鶴見新山付近

地域若手の
有志グループ
など

NPO
特定非営利
活動法人

榎本：フリースペース運営

栄町商店街の空き店舗を利活用して、子
どもたちのフリースペースを学生ボラン
ティアとともに運営しています。子育てサロ
ンを卒業した母親や児童いきいき放課後事
業に行かなくなった高学年の子どもと地域
とのつながりづくり、地域と商店街の連携の
ために始めました。
このようなたまり場を、
もっと身近なところに作って、運営していき
たいと思っています。

●各地活協お問合せ電話番号・ホームページ
緑

鶴見北

鶴見

榎本

今津

茨田南

茨田

茨田東

茨田北

焼野

茨田西

横堤

6915-6333 6915-1151 6914-4633 6963-0104 6962-7273 6913-7200 6912-5900 6912-8833 6913-8119 6913-9191 6915-3920 7860-3341

鶴見区まちづくりセンター

6967-8931

turumi-machikyou＠arion.ocn.ne.jp

