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３月５日、茨田北民生委員会で「こどもホスピス」の見学に行きまし
た。
「TSURUMI こどもホスピス」は、重い病気の子ども達とその家族が、
家庭的な環境の中で、遊び・学び・楽しみ・安らいでいただくところで
す。そして、つらいとき、悲しいときも、スタッフや様々な専門家がこ
ころに寄り添う、そんな施設です。
「こどものホスピス」は、３０年前に英国で設立された『ヘレンハウス』
で始まり、世界に広がっている民間の活動です。ホスピスという言葉か
ら看取りの場を想像されがちだが、病気の子どもを短期間預かること
で、休みなく看護にあたる家族の心身の疲れを回復させる「レスパイト
(小休止)ケア」が目的の中心となっている。
病院ではなく、地域で支えるコミュニティ型の“こどもホスピス”と
しては日本初の施設です。寄付と、専門スタッフ・地域ボランティアで
運営する英国のモデルを採用しています。鶴見緑地の「あそび創造広場」
(鶴見緑地プール南側)と名付けられた中にあり、地域の方々と共に楽し
める取り組みも準備されています。ＴＣＨの施設内には、プレイルーム
や音楽室、キッチン、リビングのほか、家族で入れるジャグジー風の大
浴場やホテルのスイートルームのような宿泊室もあり。料理を作って家
族で楽しむなど、我が家の様に過ごすことができます。 対象は１８歳
以下の子どもとその家族で、施設利用料は家族を含めて無料となってい
ます。 ４月１日オープン。
「TSURUMI こどもホスピス」を通じて、
“子どものいのちを大切にする、
やさしい街づくり”を鶴見の地から広く全国に発信し、皆さまと共に育
んでいきたい、とのことです。

 子育てサロン 
茨田北子育てひろば ♡･･
親子みんなで楽しくすごす広場です。
親子で仲間を作りましょう！
◆毎月第３月曜日１０時～１２時
祝日は次週月曜日、８月･１月は休み。
◆茨田北福祉会館にて、参加は無料、
０歳～就学前の子どもと保護者対象。

子育ておしゃべり会 ♡･･
マタニティ～６ヶ月程度の乳児対象。
保健師もいて色々相談できます。
みんなで育ちあう子育てをしよう！
◆毎月第１水曜日１０時～１１時
祝日の場合は次週水曜日になります。
◆焼野福祉会館にて(焼野と合同開催)、
参加無料、誘いあってご参加下さい。
子育てひろば

子育ておしゃべり会

参加者の声
・気軽に来ることが出来ています。
・楽しく参加しています。
・同じ子育て世代の人と情報交換出来て
いいですね。
・色々な人と話も出来て気分転換にもな
っています。
・大型の遊具もあって、子どもも色々と
楽しく遊べていいですね。

★地活協の活動にご協力頂ける方
★大募集中です。
😊 子どもの笑顔を増やすお手伝い。
問合せ：TSURUMI こどもホスピス事務局
〒538-0035 大阪市鶴見区浜１-１-７７
TEL:06-6991-9135 FAX:06-6991-9136
メール：info@childrenshospice.jp
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茨田北地域活動協議会
会長 林 建雄
広報部会
大阪市鶴見区安田 4-2-12
TEL：０６-６９１３-８１１９

子ども見守り・防犯・各種の行事 等
色々な事業を実施しています。
ぜひ、ご協力下さい。連絡は下記まで
●茨田北地域活動協議会事務局●
☎ ０６－６９１３－８１１９

Mail：matta_kita@yahoo.co.jp

茨田北地区全戸(約 4,900 世帯)に配布し

ます。一枠￥５,０００ にて承ります。
ご希望の方は、茨田北地域活動協議会
まで、ご連絡よろしくお願い致します。

平素より、茨田北地域活動協議会にご支援、ご協力を頂きましてありがとうございます。当協議会
も発足して４年目を迎えました。 平成２８年度の地域・各種団体役員も以下のようになり、新たな
気持ちで、また気を引き締めて、この茨田北地域が、より一層、住んでみたい・住んでよかったと言
われるような、「やさしさとぬくもりがあふれる町づくり」を目指して積極的に活動して行きます。
地域各種団体の協力のもと、住民の皆様や地域で活動している企業などにも広く参画して頂き、総合
的な町づくりを進めて参ります。 今後ともご参加、ご協力をよろしくお願い致します。
⌘ 平成２８年度の地域活動協議会役員・運営委員及び各町会長等が決まりました ⌘
茨田北地域活動協議会 役員
会 長・・・・・・林
副会長・・・・・・辰巳
副会長・・・・・・田中
副会長・・・・・・南野
会 計・・・・・・鎮西
監 事・・・・・・南野
監 事・・・・・・田中
地域福祉部会長・・田中
青 少 年部会長・・南野
安心安全部会長・・南野
広 報 部会長・・鎮西

建雄
勝
泰子
憲一
章司
利博
伊佐夫
泰子
憲一
修文
均

地域活動協議会構成団体、運営委員
茨田北地区民生委員協議会 委員長・・・・辰巳
茨田北校下老人会 代表・・・・・・・・・田中
茨田北校下保護司会 ・・・・・・・・・・南野
茨田北青少年指導員 代表・・・・・・・・能戸
茨田北青少年福祉委員連絡協議会 代表・・青谷
茨田北校下体育厚生協会 代表・・・・・・田村
茨田北コミュニティ委員 ・・・・・・・・永田
茨田北子ども会育成連合協議会 会長・・・上野
茨田北小学校(校長・宮垣武司)ＰＴＡ会長 ・大塲
茨田北防犯委員 支部長・・・・・・・・・香月
茨田北青色防犯パトロール隊 ・・・・・・大塚
茨田北連合防災リーダー 隊長・・・・・・谷田
茨田北連合振興町会 総務部長・・・・・・松本
茨田北女性会 会長・・・・・・・・・・・田中
地域ネットワーク委員会 つなげ隊・・・・竹村
小学校生涯学習ルーム運営委員会 ・・・・鎮西
小学校体育施設開放運営委員会 ・・・・・大塲
小学校区教育協議会 ～はぐくみネット・・林

地域活動協議会
協力団体

林 建雄 会長

地域振興会・社会福祉協議会
勝
伊佐夫
利博
雄一
貴介
吉則
哲也
剛
英知
広幸
秀隆
忠康
照久
泰子
睦子
均
英知
建雄

茨田北社会福祉協議会 及び
茨田北連合振興町会長・林 建雄
女性部長・田中 泰子
茨田北連合振興町会 各町会長
浜第 1 町会長・・・・・柏木 佳永子
浜第２町会長・・・・・谷田 忠康
浜第３町会長・・・・・北野 吉治
浜第４町会長・・・・・寺内 司
浜第５町会長・・・・・堤之 重徳
浜第６町会長・・・・・菅原 千鶴子
茨田大宮第１町会長・・岡本 悦男
茨田大宮第２町会長・・白井 康之
茨田大宮第３町会長・・木戸 利男
茨田大宮第４町会長・・中村 茂
安田第１町会長・・・・堤添 茂治
安田第３町会長・・・・鎮西 章司
安田第４町会長・・・・小原 宏夫

茨田北小学校児童いきいき放課後事業運営委員会・林 建雄
茨田北中学校 (校長・・土肥 純平) ＰＴＡ会長 ・中野 博一
鶴見にほたるを飛ばそう会 会長 ・・・・・・・・三木 昇

Θ

Θ

平成２８年６月１１日(土) １９時半～
茨田北小学校ほたる池及び講堂において、

《ほたるの夕べ》が開催されます。

✤

✤

子どもたちが元気に明るく成長していくように、
学校・地域・家庭が協力していく取り組みです。

平成２８年８月５～６日(金・土)、
茨田北盆踊り大会を開催。１９時～

｢鶴見に

場所：茨田北小学校第２運動場にて

ほたるを飛ばそう会｣の皆様のご協力で、校内で飼育

各種団体による、模擬店・屋台もたくさん出ます。

されたホタルをまじかに見る事ができます。ぜひ、

誘い合わせて参加して下さい。 皆で楽しみましょう。

みんなで観賞に出かけましょう。楽しみですね！

満開の桜が咲くなか、今年も小・中学校の入学式がとりおこなわれました。

練習会も開催する予定で

茨田北小学校の入学式（４月７日実施）ではあいにくの雨模様でしたが、かわいい子ど

す。 練習にも参加して、

もたちの、希望に満ちた元気な笑顔がとても印象的でした。

みんなで踊りの輪に加わ

茨田北中学校では４月５日に入学式が行われました。まだ大きい制服に身を包み、幼げ

って楽しく一緒に踊りま

ではあるものの凛々しくもあり、これからが楽しみだと思える一面もありました。

しょう❢

登下校の事故などが多発するなか、子どもたちが無事に過ごせますよう、地域の方々
にも見守っていただければ幸いです。

ぜひ、子どもたちも参加
して下さい。

▶ 中学校・・１７３名

どうぞよろしくお願いいたします。

＜入学者数＞

▶ 小学校・・１１３名

～ イベント リポート ～

§

まなぼうさい§

平成２８年３月６日(日)に茨田北防災訓練が行われ、子ども達も参加しました！
体育館で行われた子どもブースでは、胸骨圧迫体験あっぱくんや毛布担架、なまずの学校‼ 等がありました。
▶あっぱくんを体験してみてわかった事、それはひたすらしんどいものでした。実際どれだけの時間圧迫し続け
るのだろう？できるかな？と考えながら、子ども達は必死に胸骨圧迫をしていました。
▶毛布担架では、色々な担架作りに驚きました！どこの家にもある毛布だからこそ、すごく役に立ちそうでした。
▶なまずの学校は、いざと言う時に役に立ちそうな物を選ぶカードゲームです！出題に対して役に立つ物を「こ
れかなぁ？あれかなぁ？」と考えます。「えっ？なんでそれを選んだの？」と思うような、大人では思いつかな
い発想で子ども達はカードを選びます。でも、選んだ物には子どもなりにちゃんと考えた答えがありました！
大人も子どもも一緒に楽しみ学ぶ事がたくさんできた貴重な時間となりました！
また運動場では、煙中歩行に水中歩行、水圧ドアに水消火器といった体験も子ども達にとってどれも初めての
事で、「わぁ！なにこれ？」などと驚きの声がいっぱいありました！ 防災訓練で事前に体験しておく事で、い
ざと言う時に落ち着いた行動がとれるのだと実感し、大人だけではなく子どもと一緒に訓練に参加し、そしてま
たお家でも防災について話合う機会を作ることも大切だと思いました。
今回の防災訓練には地域の方や小学生が約４４０名参加しました。 非常食の炊き出しも行われ、参加者全員、
災害に備えることの大切さや危機対応のノウハウを学ぶ有意義な訓練となりました。 アンケートにおいても約
８０％の人が「防災意識が向上した」と答えていました。
次回も積極的に参加し、体験しましょう❢
煙中歩行

なまずの学校

あっぱくん

毛布担架

このたび、茨田北中学校校長として着任しました土肥純平と申し
ます。東淀川区の淡路小学校から転任してまいりました。魅力ある
学校づくりを地域の皆様と一緒に進めていきたいと考えています。
茨田北中学校
土肥純平 校長先生

どうぞよろしくお願いいたします。

４月より、西淀川区の佃南小学校から茨田北小学校教頭として赴
任させていただくことになりました、八島由佳です。心の通い合う
安心安全な学校づくりをめざして全力で頑張ります。
茨田北小学校
八島由佳 教頭先生

ご協力よろしくお願いいたします。

《

》
茨田北地域のホームページ
（ http://matta-kita.info/ ）
を開設しています。
「フェイスブック」・「ツイッター」も
あって地域の色々な情報が満載です。
是非ご覧ください！！

茨田北地区全戸(約 4,900 世帯)に配布し
ます。一枠￥５,０００ にて承ります。
ご希望の方は、茨田北地域活動協議会
まで、ご連絡よろしくお願い致します。

