今後の地域の予定 〜ぜひご参加ください〜

発行元：地域活動協議会・むくのき学園はぐくみネット

広報

6月
24日（土）けいはつ地域

健康の日のつどい＠むくのき学園5号館体育館

けいはつ

2017
夏号

７月
11日（火）青パト実施者講習会とミニ防犯学習会
29日（土）けいはつ地域 夏まつり@むくのき学園5号館グラウンド
31日（月）〜８月５日（土）夏休み一斉ラジオ体操 ＠新駅2号公園、ベビー公園ほか

８月

９月

11日（金・祝）夏休み手作り川遊び教室
26日（土）啓発地域 親子夕涼み会＠ベビー公園

10日（日）新駅2号公園・ベビー公園清掃

"中高生向け学習会
地域の大人や学生ボランティアがサポートします。
気軽に勉強しに来てください（^^）
《日時》毎週月〜金曜 19:00〜21:00
《場所》むくのき学園５号館２F

"ふれあい喫茶 ※8月・12月はお休み
年齢を問わず、お茶を飲みながら地域の方々の交流が深められる場所とし
て活動しています。
《日時》毎月第４土曜 10:00〜12:00 《場所》啓発社会福祉会館
《料金》100円（ドリンク＋軽食）

"地域清掃活動 ※8月はお休み
町をきれいにし地域周辺を清掃します。
《日時》不定（その折々に変わります） 《場所》啓発地域全域

"高齢者食事サービス ※8月はお休み
《日時》第２水曜 軽食（午前11:30〜）
第３水曜 食事（お昼12:00〜）
《場所》啓発社会福祉会館 和室

"防災リーダー会議
地域と学校との連携、防災への備えと対応に当たります。
《日時》偶数月第１土曜日 午後７時 《場所》啓発センター

ネットでも
地域情報GET！
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"交流サロン
参加者とボランティア相互が協働して高齢者の孤立を防ぐ活動です
＜折り紙＞ 毎月第３月曜 午後１時〜３時 ※３月は第３月曜を第２に
＜習 字＞ 毎月第２・第４水曜 午後２時〜 ※３月の第４水曜はお休み
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笑顔をつくる
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みんなの祭り

夏祭り＠むくのき学園5号館グラウンド
地域の皆さんのご支援のおかげで、今年も夏祭りを開催する運びとなりました。
今回は7月29日（土）に開催を予定しています。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
＊出店者、運営スタッフ募集中です！

●日時：７月２９日（土） 午後５時〜８時３０分
●場所：むくのき学園5号館グラウンド ※小雨決行、雨天順延 予備日:7/30(日)
舞台(5時〜6時30分)
柴島高校ダンスクラブ
むくのき学園 筝曲
歌・演奏・踊り・仮装等の
パフォーマンス出演者募集中！
(年齢不問)

模擬店(5時〜)

盆踊り(6時30分〜8時30分)

お楽しみ各店
手作り遊びコーナー
(シャボン玉作り・
スーパーボールすくい・
水鉄砲・竹馬・伝承遊び等)

和太鼓演奏(烈火・飛燕)
こども踊り(ドラえもん音頭ほか)
中島音頭(花歷ほか)
民謡(女性部ほか)

"いきいき百歳体操
健康のために運動機能の維持向上を目指します。
《日時》毎週月・金曜 10:30〜11:00 《場所》社会福祉会館

"けいはつお茶の間シネマ ※８月はお休み
映画ファンの集まり、仲間と一緒に楽しんでいます。時代背景や人物、出来事
などを学習。一人で居ることの多い高齢者の交流も促す催しです。
《日時》毎月第４金曜日 午後２時〜 ＊参加無料
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）

"啓発フォークソング倶楽部
音楽を通した地域活動への参加機会として活動しています。初心者の集まりで
す。気軽にお越しください。
《日時》毎月第１・３月曜 午後7時〜9時
※参加費無料
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）

"健康ストレッチ教室
健康への関心＆コミュニケーションを高めましょう。
《日時》毎月第２土曜日 １０時〜１１時３０分
《場所》啓発センター ※1回100円

︎
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いつもやっています！〜定例実施の活動・予定〜
"子育てサロン
親子で遊んだり、子育ての相談、おしゃべりができる場。子連れで気軽に
ご参加ください。
《日時》部屋のみ開放：毎月第１木曜 10:00〜11:30
季節の遊び：毎月第３火曜 10:00〜11:30
《場所》啓発センター

第１１号

多くの温かいまなざしで
子どもたちを見守ろう
地域では地域活動協議会が、地域住民とりわ
け子どもたちの安全・安心をねがって、下記
の見守り活動を実施しています。ひとりでも
多くの皆さんの参加をお待ちしています。
●青パト：登校時・下校時・夜間のいずれか
に地域内を巡回しています。
＊7月11日(火)午後７時から啓発センターにて講
習会あり。ぜひご参加下さい。

●はぐくみ巡視：毎月７日の見守るデイに午
後4時から実施しています。
"パソコンサークル ※８月はお休み
パソコンの基礎練習をしています。縫い物やお茶をしたりの方も参加していま
す。お昼の時間をゆったり過ごしましょう。
《日時》毎月第１・３金曜 午後１時〜３時 ※参加費無料
《場所》啓発センター

啓発地域活動協議会ホームページ

http://keihatsu.jimdo.com

問合せ

啓発社会福祉会館２F
06-6320-8791
cuzsn901@occn.zaq.ne.jp

●夜間巡視：青少年指導員が毎月25日の午後
7時から実施しています。
●おはようボランティア：登校時に、家の
前・登校路・校門前等で実施しています。
＊保護者が家の前等で見守っていただいた時間を
申告していただくと、地域活動協議会に区役所か
ら地域にみなし報奨金がでます。校門前のカフェ
「スタジオポケット」で用紙を配布しています。

親子夕涼み会
夏休み一斉ラジオ

模擬店やライブ、絵本の読み
聞かせや消防活動、手作り工
作等を行います。

大人も子どもも参加可能です。
健康で規則正しいリズムを
日時：8月26日(土)
作りましょう。
午後4時〜午後6時
日時：7月31日(月)〜8月5日(土) 場所：ベビー公園 ※雨天中止
午前７時 ※新駅2号公園のみ午前6時30分
場所：山口東第4町公園
日之出東公園(ベビー公園) (年中実施)
新駅2号公園(年中実施)
正覚寺

手づくり川遊び教室
夏休みに川遊びと、
ペットボトルを使った
水中生物の観察会を行います。
日時：8月11日（金・祝）
場所：箕面の滝方面

ニコニコハイキング
5月21日（日）、全国的に気温が上がり夏日となりまし
た。京都松尾大社から嵐山をゆっくりと川沿いに歩きまし
た。岩田山公園で、お弁当を広げ早速の宴会グループも！
食事の後は自由時間となり、竹林、大河内山荘、お目当て
の喫茶店へそれぞれ散策を楽しみました。
いつものように大勢の観光客でしたが、少し外れると静か
な場所が一杯で何度訪れても思い出ができる街でした。
次回もお楽しみに。

地域活動協議会運営委員会を開催しました！
5月31日（水）啓発地域活動協議会運営委員会が開かれました。議事内容
はH28年度の活動報告ならびに会計報告、H29年度各部会の事業計画と地活
協人事の変更が承認されました。そして今年新たに女性を含む9名のメンバー
が「防災委員会」として承認されました。

子どもたちに豊かな読書体験を
啓発地域では、子どもたちと素敵な本との出会いを願って「本読み隊」「図書室開放」にとりくんでいます。
7年間に亘って、本読み隊の活動に参加してくれた7年生に、最後の本読みの後、アンケートを実施しました。
新8年生の皆さん、ご協力ありがとうございました。
【活動を楽しみにしていた】

こどもたちに素敵な学習環境を

5月26日（金）に児童朝礼で、対面式を行いました。
おはようボランティアを終えた「見守り支援」の皆さんや、図書活動・キャッチ活
動の参加者が子どもたちに自己紹介をし、より良い「むくのき学園」にしていくた
めに、一緒に頑張っていくことを確認しました。
その後、キャッチ会議を開催し今年度のはぐくみネットの活動について協議しま
した。２・３時限には学校から要請のあったクラスの授業支援にとりくみました。

生涯学習ルーム運営委員会より
お知らせ
"エッセイ教室
日時：6月〜9月毎月第2火曜日
場所：啓発センター

みんなの力で、地域を
ピッカピカに
〜クリーンむくのきに80名の
保護者・地域住民が〜
むくのき学園の子どもたち・
保護者・地域住民で地域をピッ
カピカにする活動「クリーンむ
くのき」を、5月27日（土）に
実施しました。年を追うごとに
参加者が増え、今年は80名を超
える皆さんに参加していただき
ました。それぞれの分担箇所及
び道路をピッカピカにして、学
校に帰ってきました。運動会に
向けて、校庭の清掃を実施し、
活動を終えました。

はい

対面式＆キャッチ会議

午後2時〜

"こどもの放課後あそび教室
〜世代間交流〜 定例会
放課後あそびの内容や準備などの打ち合わ
せを行います。費用無料。
ボランティアスタッフ募集中です！
日時：毎月第2土曜日 午後7時〜
場所：啓発センター

41人

【役に立った】

2人

【思い出に残った1冊】
・星の王子さま 7人
・もこもこもこ 5人
・いつもちこくの男の子
(ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー) 3人
・にじとぶどうの本 2人
・銀河鉄道の夜 おしいれのぼうけん 等

はい

38人

5人

【感想】
・読み方が、その人ごとに声や表情が変わったりし
ておもしろい。
・自分で読むより楽しめた。
・本を読む機会がないから良かった。
・本のおもしろさを、分かることができた。
・「今日も一日がんばろー」という気になれた。
＊すべての感想を掲載することができませんでした
ので、図書室に掲示してあります。ご覧下さい。

"本読み隊
現在１８名の保護者・地域の方に参加して頂き、第２・第４水曜日の朝の時間を使って、１年生〜７年生に本
読み活動をしています。低・中・高と学年に合わせた本選びや、時々の事柄に合わせて読み聞かせに取り組んで
います。今年度はメンバー会議も開き、本選びについての決め事や、より良い活動を続けていけるように話し合
いました。

"図書室開放
私たち図書ボランティアは、毎週火曜日の放課後に図書室開放をしています。宿題をする子、本を読む子、
テストをする子、時には茶話会のようになってしまうこともありますが、他の開放日とは異なり、児童の母親が
担当しているので、アットホームな雰囲気で過ごしてもらえればと思っています。子どもたちが息抜きできる場
になるよう、これからも都合がつくかぎり図書ボランティアを続けて行きたいと思っています。
（図書ボランティア 吉田明美・田口奈美恵・阿南祐子）

図書室開放

週間予定

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

８：２０〜９：００
９：００〜１７：００

１５：３０〜１６：３０

本読み隊

９：００〜１７：００

９：００〜１７：００

参加して頂ける方、募集中です。ぜひ、見に来てください。

