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総務部

第１３３号

① 人権尊重の精神が、市民のくらしの中に広がり、深まるように努める。

② 市民の生涯にわたる、多様な学習の要求が実現できるよう努める。

③ 市民の地域連帯意識の高揚を図り、民主的で明るい地域社会づくりがすすめられるように努め

日 時 ： ６ 月 ２ 日 （ 日 ）

午 前 ９ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ３ 時

場 所 ： 東 豊 台 小 学 校 運 動 場
※雨天の場合は１０時より体育館にて抽選会のみ実施します。

■主催

東豊台公民分館

■協賛

シャレール東豊中自治会/

東豊会自治会/東豊中自治

会/東豊台自治会/豊中ハ

ウス自治会/ライオンズＭ

自治会/セントラルＭ自治

会/東豊台校区福祉委員会

/東豊台小学校ＰＴＡ/民

生委員・民生児童委員/日

赤奉仕団東豊会連合分団/

防犯東豊中支部/防犯東豊

中北支部

■協力

十一中健全育成会

指導ルーム

～ プログラム ～
※記載時刻は各種目の競技開始時刻（目安）です。

※各種目は約15分前に召集します。出場者は入場門に集合願います。

入場行進（入場門 白旗 男性集合、退場門 赤旗 女性集合）……… ９：４５

開会式、準備体操 （９：３０に運動場へ集合願います）

１ 徒競走（小学生１・２年、３・４年、５・６年生：自由参加） ………１０：１５

２ 徒競走（未就学児 自由参加）…………………………………………１０：４０

３ 風船割りゲーム（小学生と大人ペア：自由参加） …………………１０：５５

４ ダンス玉入れ（未就学児と大人ペア：自由参加） …………………１１：１５

５ 地域親睦スプーンリレー（各団体） …………………………………１１：２５

６ 公民分館サークル紹介 …………………………………………………１１：４０

＜昼食休憩＞ １２：1５～１３：００

７ パン食い競争（小１～３年、４～６年、一般.自由参加）………１３：００

８ みんなでリレー（小・中・高・一般）………………………………１３：４５

（小１～３年２名、小４～６年２名、中高一般４名で１チーム 当日も可）

９ ○丁目対抗なわとび合戦（自由参加）………………………………１３：５５

1０ 大玉送りリレー（一般男女対抗 自由参加）…………………………１４：１５

1１ 大抽選会（全員参加：右下抽選券が当日必要） ……………………１４：３０

整理体操、ゴミひろい、閉会式 …………………………………………１４：４０

賞品も あ る よ ！

車でのご来場は

ご遠慮ください

今年は体育祭を６月に開催いたします。内容は、お子様からお年寄
りの方々まで楽しめるプログラムになっています。

また「大抽選会」も実施いたします。分館だよりの右下についてい
る抽選券に必要事項を記入し、必ずお持ちください。すばらしい賞品
が当たります！また、競技賞品も多数ご用意しています。

1日楽しく過ごしましょう！！ おにぎり、

飲み物等

販売します

体育祭大抽選会
抽選券 (コピー不可)→

右に必要事項を記載し、

当日、半券を提出願います。

東豊台公民分館体育祭抽選券（控）

ご住所 東豊中町 丁目
お名前（氏名）

東豊台公民分館体育祭抽選券
ご住所 東豊中町 丁目

ふりがな ( )

お名前

きりとり



豊中市東豊台公民分館ホームページ http://www.tohodai-kominbunkan.com/
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第４４回史跡ハイキング（探索）

今回の池田は、能勢街道を主に西国街道、勝尾寺から中山寺に通じる巡礼道、また能勢の産物、京や大坂の物資
の往来とともに、街道筋の拠点都市として多くの、文人や画人の来訪に伴い文化の発展、また農村部では植木の生
産技術の高揚、さらに近世幕藩体制のなかで在郷町としての酒づくりは、最盛期に38軒の酒蔵があり江戸でも高く
評価されていました。

落語のタイトルに池田の地名が入っている「池田の猪買い」や「池田の牛ほめ」があります、能勢街道の要衝と
なっていた池田は、景色と穏やかな気温が、落語が親しまれる土壌があり、後に「落語家のいるたたずまい」をも
とに和室に古い家具や長火鉢などを置き演出された「落語みゅーじあむ」が設けられました。日本で最初の電鉄会
社による本格的な分譲住宅地が生まれるほか、ＮＨＫの朝ドラでは「てるてる家族」や「まんぷく」の放映等から
インスタントラーメンの発祥の地と知られ近代化への礎となりました。
新元号『令和』の誕生を機に、明日への希望を持ち、地域の個性豊かな歴史文化を取り入れ、新しい歴史観を持っ
た「街づくり」を目指し、次世代に継承されて行くよう今後も取り組んでまいります。 ご家族、お友達、お誘い
合わせの上、多くの方の参加をお待ちしております。

記
開催日時 ：令和元年6月15日（土）9時30分～12時00分 小雨決行
集合場所 ：阪急池田駅改札口前 9時15分集合 9時30分出発
コース ：阪急池田駅→旧加島銀行・ビリケン・落語みゅーじあむ→井戸の辻→

紅屋→はむろや薬局→西光寺→吉田酒造→稲束家住宅→池田城→
阪急池田駅

参加費 ：３００円／１人（傷害保険等） 参加費は当日徴収いたします
申込先 ：古八 英之 ℡０６‐６８５４‐３７５９ fax０６‐６８４６‐９５８９

中島 美恵子 ℡０６‐６８５６‐３４８４ fax（℡と同じ）
問合わせ先：皆見 憲宏 ℡０６‐６８４９‐５７６５ （東豊台小学校教頭先生）
申込み内容：氏名・住所・連絡先℡を記載して申込み先にfaxして下さい
申込〆切り：令和元年6月13日（木）
その他 ：雨天決行（災害警報他、止むを得ず中止の場合は午前8時迄に連絡致します）

以上

♪♪♪ 東豊台コーラス ♪♪♪

練習日 6/6(木) 6/20(木) ７/4(木) ７/2５(木) ８/１(木)

９/５(木)

時間 木曜日 16:30～18:30

会場 東豊台小学校北館 3階 第2音楽室

会費 1回 500円

問合先 村谷元平 06-6854-7931

荒木綾子 06-6849-6354

※ 練習日が変更することがありますので、お問い合わせください

令和元年度 事業計画
6／ 2(日) 第43回 公民分館体育祭

6／15(土) 史跡ハイキング(年4回開催予定)

6／23(日) 公民分館東部ブロック親善スポーツ大会

8／24(土) 東豊台まつり(協力) 予備日25日

9／ 7(土) 公民分館研究大会

9／14(土)敬老の集い 福祉委員会主催 (協力)

10／27(日) 第4回東豊台フェスティバル 第43回文化祭

11／23(祝土) 防災訓練 明るい地域をつくる会主催 (協力)

実施日未定 ハイキング 秋の講座,人権講座 社会見学 東豊台地域子

ども教室(年25回) 分館だより発行(年５回) 定例役員会 運営委員会(随

時) 事業部全大会(随時) 各事業部会（随時）総務・文化・体育 分館協

議会(講座／人権研修会） 公民分館サークル常時６サークル活動 ※その

他（公民館活動に参加） 分館長研修会 他

【令和元度分館役員】(分館長)

服部一秀(副分館長)藤澤啓子,中

嶌美恵子,上山雅人(推進室長)矢

野洋一,古八英之(運営委員長)分

部靖(副運営委員長)橋本喜代子

(主事)橋本和正(主事補)西野和

美,荒木綾子(行事調整役)皆見憲

宏(総務部長)金野俊昭(総務部副

部長)山崎孝,塚昌紀,吉田潤平(文

化部長)中嶌美恵子(文化部副部

長)長松保代,川島美知留,村谷元

平,木村明美(体育部長)中橋巧也

(体育部副部長)山本裕喜,池田伸

二,廣瀬香苗,猪上みどり

【令和元年度運営委員】(シャレー

ル東豊中自治会)楠八重和美(東

豊会自治会)木内義子(豊中ハウ

ス自治会)米田豊(ライオンズＭ

自治会)横関弘(セントラルＭ自

治会)松南洋(東豊台自治会)乗添

和美(東豊中自治会)前田園恵(東

豊台小学校PTA)分部靖(東豊台

校区福祉委員会)橋本和之(民生

委員)橋本喜代子(日赤奉仕団東

豊会連合分団)奥平正広(十一中

健全育成会)橋本喜代子(指導ルー

ム)山本裕喜(防犯東豊中支部)森

井直勝(防犯東豊中北支部)飯島

邦明(補導員)橋本和正

旧加島銀行 池田支店
国登録有形文化財
設計 辰野金吾（東京駅設計）
ＮＨＫ「あさが来た」広岡浅子


