
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 日程 場所 地域 日程 場所 地域 日程 場所 地域 日程 場所 

新東三国 8/1・2 新東三国小学校 三国 8/5・6 三国小学校 十三 8/1・2 十三小学校 田川 8/1・2 田川小学校 

東三国 8/10・11 東三国小学校 新高 7/24・25 新高中央公園 野中 8/21・22 野中小学校 三津屋 7/25 三津屋小学校 

北中島 8/1・2 北中島小学校 西中島 7/25・26 西中島小学校 神津 8/22・23 神津小学校 加島 8/21・22 加島小学校 

宮原 8/1・2 三国本町公園 木川 7/24・25 木川小学校 新北野 7/25・26 新北野中学校    

西三国 8/7・8 西三国小学校 木川南 8/1・2 木川南小学校 塚本 8/1・2 塚本小学校    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

第 3 話 家族の安否確認方法を確認していますか？ 

 通勤・通学の途中で、「もしここで地震が来たらどうしようか」

と、考えたことがありますか？災害は生活の都合に関係なく発生

します。お子さんは学校に行く途中かもしれません。お母さんは

スーパーで買い物中かもしれません。お父さんは出張で自宅から

離れた場所にいるかもしれません。家族が離れ離れの時に大地震

が起こった場合、まず心配する事は家族の安否です。 

大地震発生時、被災地へ電話が殺到し回線がつながりにくくな

ります。東日本大震災直後、最大で平常時の約 50～60 倍の通話

が集中しました。こうした対策のため、災害用伝言サービスを各

携帯電話会社が準備しています。 

自然災害において、『我が家は大丈夫だろう』、『なんとかなるだ

 

地域での取り組み 

防災コラム 

淀川まちセン通信は、淀川区の地域活動協議会に関する情報発信、淀川区まちづくりセンターの活動

紹介、多様な地域資源の紹介を目的に、毎月発行しています。 

 

ろう』は通用しません。 

家族で、大規模災害が発生した時にどう連絡をとるのか、

普段の生活の中でどこに命の危険があるのかなどを話しあ

っておくことで、発災時に行動し易くなるだけでなく、家族

の絆を確認することもできます。 

（一般財団法人 都市防災研究所 土肥英生） 

 

編集後記 

本格的な夏が近づいてきました。地域でも盆踊り

や夏祭りの準備が始まっていることと思います。

今から季節予報が気になるところですね。 

お天気に恵まれますよう、てるてる坊主に願いを

込めたいと思います。 

 

地域で行われた取り組みを紹介するコーナーです 

このコーナーは、防災について研究や調査を行い、様々な現場で防災まちづくり

に関わっている(一財)都市防災研究所の土肥英生氏による、災害の被害を軽減する

ための『減災まちづくり』コラムです。 

淀川まちセン通信 
VOL.３ 

 

2015 年６月 

■神津地域 いきいき百歳体操開始  

毎週月曜日 神津会館 

 

 

 

 

 

 

手首や足首に軽いおもりをつけ、約 40

名の方が大きな声で「1、2、3、4、5、

6、7、8」と数を数えながら、30 分間ゆ

っくりと身体を動かしました。転倒や寝た

きり予防のため、今後毎週月曜日に実施さ

れるそうです。 

 

 

 

 

■木川南地域 防災訓練開催 

５月 23 日（日）木川南小学校 

 

 

 

 

 

 

 

小学生、地域あわせて 382 名が参加。

教室・講堂に分かれて、災害の怖さにつ

いて学び、その後、水消火器、煙中歩行、

簡易担架などの訓練をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新東三国地域 自転車練習会  

６月に７回練習 新東三国小学校 

 

 

 

 

 

 

（写真は、昨年の全国大会の様子。） 

小学校と地域活動協議会が連携して、

交通安全子供自転車大阪府大会出場の

ための練習会を開催しています。18 名

の 5・6 年生がエントリーして、大会め

ざして練習しています。 

淀川区まちづくりセンター 

〒532-8501 大阪市淀川区十三東 2-3-3 淀川区役所 4 階 

TEL 06-6309-5656    FAX06-6309-5657 

mail yodogawa-machikyou@festa.ocn.ne.jp 

HP  http://yodomachi.jimdo.com/   

Facebook  https://www.facebook.com/ymachisen 

 

地域の課題として「担い手の獲得」「若い世代の参画」「災害発生時の対応」などが、度々

あげられます。このような状況の中、中学生は平日の昼間に地域にいる貴重な人材として

期待され、中学校と連携した地域の取り組みが注目されています。中学生の明るさや若さ

が地域に活気をもたらし、中学生に関わる大人同士の交流を生み、新たな風を吹き込んで

います。この１年で新たに始まった中学生と地域の関わりをご紹介します。 

地域に新しい風を吹き込む“中学生” 

で、「働く世代が地域を離れる平日の昼間に、もし災

害が発生したら、頼りになるのは中学生」というこ

とで、東三国中学校と地域が連携して、互いにボラ

ンティアで協力しあう関係性を築いています。中学

校元気アップ事業で、給食の食器の片付けや図書の

整理などを地域のボランティアにお手伝いしてもら

地域と中学生の素敵な関係 

新東三国ジュニアリーダー 

新東三国地域活動協

議会では、地域行事を

通じて、中学生のジュ

ニアリーダーの育成を

進めています。 

この地域はマンショ

ンなどの多い住宅地

っているお礼に、生徒

たちも地域の防災訓練

やジュニアリーダーの

活動に積極的に参加し

ています。また小学校

でも、卒業前の６年生

に、地域の人が「地域

の力」について話す機

会が設けられています。 

平成 26 年 9 月、校庭キャンプファイヤーの復活

を機に、カレーの調理の手伝いや小学生への指導な

どをする中学生ボランティアを募り、ジュニアリー

ダーとしての育成が始まりました。ジュニアリーダ

ーには、中学校の教頭先生がデザインしたかっこい

い T シャツも貸与され、小学生たちの憧れの的とな

っています。 

地域と中学生のすてきな関係が、始まっています。 

 

美津島中学校に有志による「防災リーダー隊」が

結成されたのは平成 26 年 7 月のこと。橋本校長先

生が地域と交流する中で、「昼間に災害が発生した

貴重な防災の担い手に！ 

美津島中学校 防災リーダー隊 

際、地域防災の担い手

として中学生にできる

役割がある」と感じた

ことがきっかけでし

た。中学校区がある三

津屋・加島両地域も賛

同し、ユニホームを贈

呈。色やロゴなどは子

どもたちが考案しました。 

部活動でも委員会でもない防災リーダー隊は、平

成 26 年度は 21 名で活動し、三津屋・加島地域と

連携した防災リーダー学習会、地域の防災訓練への

参加、岩手県釜石市への弾丸視察ツアーの実施、豊

中市との合同訓練への参加など様々な活動をして

います。学校内外に活

動を紹介する機会も

度々あります。 

「募集をかけたと

き、多くの生徒が自ら

手を挙げてくれまし

た。地域の方との訓練

や視察などを通じて防災意識が高まり、両地域との

絆が生まれ、少しずつ他の生徒にも防災意識が広が

っています。また、大人との交流や人前で話すこと

で、生徒に積極性や自信がついていると感じます。」

と橋本校長先生は、話していました。 

 

☆日程は雨などで 

変更になる場合があります 

夏祭り・地域盆踊り大会の日程 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 27 年度地域活動協議会補助金についてのご案内 

 淀川区全地域活動協議会より平成 27 年度一括補助金の予算申請書が提出され、各地活協に順次一括補助金が交付

されています。 

平成 27 年度地活協補助金の決算方法について、変更になった点や、特に注意していただきたい点をまとめました。 

まっさんのお役立ち情報 

淀川だれそれ 北中島まつりに「北中島検定」ブース出店！！ 

 

淀川区をステージにして、さまざまな活動をしている人や団体を紹介するコーナーです。

詳しい活動については、ホームページ又はまちセンホームページをご覧ください 

NPO 法人一杯のコーヒーから地球が見える 一宮 隆史さん  

まちセンからのお知らせ 

今回は、新しい資金調達の方法「クラウドファンディング」の情報をお届けします。 

淀川区まちづくりセンターでは、助成金申請のお手伝いもしています。 

お気軽にお問い合わせください。 

社会福祉法人 大阪自興会 希望の園 理事・園長 蔭山 勲さん   http://kibounosono.jp/ 

施設内に入ると、あちらこちらに生け花

が飾られています。聞けば、利用者さんが

生けられているとか。 

野中地域にある障害者支援施設『希望の

園』は、「障害のある人が『人』として普

通に暮らせる環境づくり」を基本理念に運

営されています。施設内では利用者さんが

企業から請け負った生産活動を行ってお

り、月曜日から金曜日まで、希望や能力に

合った仕事をしています。 

「『働きを見せる』ことで、他の人へ刺

激や影響を与えることができる。働くこと

で、社会と繋がり、生きていると感じられ

る」と園長である蔭山さん。施設を見学さ

せて頂き、整った設備の中で、皆さん熱心

に働いている姿がとても印象的でした。 

また、日帰りや一泊旅行、盆踊り、クリ

スマス会など季節ごとに様々なイベント

があり、利用者の皆さんも楽しみにしてい

るそうです。蔭山さんは、「多くの地域の

方にこの施設のことを知ってもらい、気に

かけてもらえると心強い」と仰っていまし

た。 

生のコーヒー豆を、その場で焙煎したコ

ーヒーを飲んだことはありますか？ 

生の豆をこんがりと香りが出るまで焙

り、丁寧に入れたコーヒーは、普段飲み慣

れたものとは全く違う、香りと飲みやすさ

があります。 

今回訪問した「NPO 法人一杯のコーヒ

ーから地球が見える」さんは、生の豆から

焙煎した美味しいコーヒーを知ってもら

いたいと、全国各地で、「焙りたてコーヒ

ー講座」を行っています。 

ポイントは、新鮮で香りの高い美味しい

コーヒーを提供するだけでなく、それをきっ

かけに、食と健康と環境に関わる正しい情報

や、大量消費社会の中でひと手間かけること

で出会える本質的な価値を伝えていること

です。 

「淀川区の方ともっと繋がり、多くの人に

焙りたてコーヒーを飲んで頂きたい」と一宮

隆史さん。ふれあい喫茶などへの出張講座に

も興味を持たれています。 

ひと手間かけて入れる美味しいコーヒー、

一度ゆっくり飲んでみませんか。 

 

まちづくりセンターでは会計出前講座を行っています。詳しく

は、淀川区まちづくりセンターまでお問い合わせください。 

 

利用者さんが描いた絵と蔭山さん 

■「北中島まつり」で地域は一つ！ 

北中島まつりは、北中島地域活動協議会の設立を機に、

「地域が一つになれるようなイベントを！」ということ

で新しく創設されたまつりです。 

午前 11 時に、「『顔の見えるまちづくり、住んで良か

った北中島』を合言葉にがんばろう」という挨拶で開始。 

今年は、28 の団体・学校が様々なブースを出店し、

参加した人々は思い思いのブースで食べ物を買ったりゲ

ームで遊んだり、校庭の中央で披露されているパフォー

マンスを楽しんだりしました。 

また、地域にある大阪保健福祉専門学校の学生達がパ

フォーマンス出演をはじめ、各ブースのサポートや自転

車整理、会場整備などにボランティアとして多数参加し、

まつりを盛り上げてくれました。 

 

■「北中島検定」で地域の魅力（再）発見?! 

住んではいても地域のことは知らなかったりするこ

とが多いもの。まちづくりセンターのブースでは「北中

島地域のことを見直したり、関心を持ってもらうきっか

けになれば」と考え「北中島検定」を行いました。 

支援員が問題作りをするためにまち歩きをして、北中

島にちなんだ 4 択のクイズを 35 問作り、皆さんに挑戦

していただきました。1 人で黙々と取り組む人、家族や

友達同士で相談しながら取り組む人など、90 名以上の

様々な年代の方が解答してくださり、最高得点は 32 点

（2 名）でした。 

 

＜「北中島検定」にトライ!!＞（一部抜粋） 

Ｑ1：北中島小学校の創立は何時代？ 

  ①昭和時代 ②大正時代 ③明治時代 ④江戸時代 

Ｑ2：毎日子どもたちの安全を見守っている「子ども見守り

隊」のジャンパーの色は？ 

  ①ピンク ②オレンジ ③イエロー ④レッド 

Ｑ3：新大阪駅北側にあるフットサルコートの名前は？ 

  ①キャプテン翼スタジアム ②キングカズスタジアム 

③ワールドカップスタジアム ④ウイニングイレブン

スタジアム 

Ｑ4：以下の住所の中で実際にないのは？ 

  ①東三国 1 丁目 ②北中島 2 丁目 ③西宮原 3 丁目 

④宮原 4 丁目 

Ｑ5：北中島地域にある最も高いビルは？ 

  ①ニッセイ新大阪ビル ②新大阪トラストタワー 

 ③沢井製薬本社ビル ④ホテルラフォーレ新大阪 

（解答：③ ① ① ② ①） 

 

5 月 17 日（日）、北中島小学校校庭で「第 3 回北中島まつり」が開催されました。約 2,000 名が参加し、食べ物

やゲームのブース巡り、パフォーマンスを楽しみました。淀川区まちづくりセンターも「北中島検定」のブースを

出し、皆さんに取り組んでいただきました。   

■【変更点】 

分類する費目数が活動費補助金では17費目から10費

目、運営費補助金は 15 費目から 9 費目に減りました。 

地活協会計処理をされる方は平成27年度用のフォーム

を使用してください。 

（フォームは 1 月に実施した会計説明会でお渡しをして

いますが、手元にない場合は、まちづくりセンターまでご

連絡ください。） 

 

■【特に注意していただきたいこと】 

・ポイントがついたレシートは認められません。ポイントカー

ドでのお買い物はさけてください。 

・領収書（レシート）には宛名、日付、単価、数量、内容、店

名（店印）が必須項目です。記載されているか必ず確認して

ください。 

・インターネットで購入する場合は、必ず明細書(納品書)、領

収書を添付してください。その際も個人にポイントがつくク

レジットカード決済はさけてください。 

 

生の豆から丁寧にコーヒーを

入れる一宮さん 

（写真は「ＦＡＡＶＯ大阪」のホームページより） 

 

地域活動を推進する上での悩みの一つは、資金調達。 

最近、地域活動協議会でも活用されはじめ、注目されている

のがクラウドファンディングという資金調達方法です。 

クラウドファンディングは、インターネットを通じて、多

くの人から資金を集めるしくみです。 

企画者は、実施したいプロジェクトを立案し、支援してほ

しい金額を提示して、サービス提供会社を通じて、ホームペ

ージでプロジェクトを公開して、支援を募ります。 

それを見て、共感した支援者は、クレジットカード決済など

で支援金を届けます。 

淀川区まちづくりセンターでも昨年度の「よどまち未来セ

ッション」で、地域密着型のクラウドファンディングサービ

ス「FAAVO 大阪」（https://faavo.jp/osaka/）をご紹介

させていただきました。 

地域で「こんなことをやって見たい！」という思いをカタ

チにする仕掛けとして、検討してみてはいかがでしょう？ 

＜地域活動協議会でのクラウドファンディング活用事例＞ 

大阪市港区の磯路地域活動協議会では、地域の桜並木の維持

を目的としたイベント開催に、クラウドファンディングを活用

して、費用の一部を賄っています。 

https://faavo.jp/osaka/project/509 

 

http://www.1pai-no-coffee.net/ 

https://www.facebook.com/1painocoffee 

 


