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『同行二人』で子どもたちに豊かな人間性を
豊中市立東豊台小学校
校長
瀧田 益 大
昨今、子どもたちを取り巻くあらゆる環境は、年々厳しさを増しています。
野山や空き地で遊んだり、夕焼けや星の輝き、雄大な自然を見て感動したりすることなどの
自然体験が大変少なくなってきています。さらに経済の発展とともに都市化や過疎化、少子高
齢化が進み、子どもたちと地域の人の交わりも減少し、社会体験も不足してきています。
このような中において、わたしは先生方に子どもたちとの「人間関係づくり」に心を砕く
ことを求めています。
・触れ合いを深め、互いに温かい関係をつくり、子どもたちを伸びやかに見つめよう。
・子どもたちの生活をしっかり見つめ、その理解と把握に努め、子ども一人ひとりに自信を
もたせ、それをエネルギー化させよう。 等
さて、地域活動の大きな母体の一つに公民分館があります。この分館活動が子育て世代の
家庭も巻き込んで益々発展していけばと、切に願います。
学校と地域のみなさまとの「同行二人」の中で、次世代を担う人材づくりを第一義に受け止め、
学校長として、その達成に向け務めてまいります。

第44回東豊台公民分館 体育祭 中止のお知らせ
5月31日（日）に開催を予定しておりました「第44回東豊台公民分館 体育祭」ですが、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響を受け、来場者の健康や安全面を考慮した結果、誠に残念ながら開催の中止を決定
いたしました。
今年度内での開催日順延や、部分的開催（抽選会など）も予定していません。
開催を楽しみにしてくださっていた方々や、すでに体育祭の準備を始めていただいていた方々には大変
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
一日も早くこの事態が収束し、みなさまのご安全と、来年度には体育祭が開催できるようになることを
心から願っております。

春の講座

～ハーバリウム教室～
ドライフラワーを小瓶に入れ、専用オイルに浸して作
ります。お部屋のインテリア、ギフトとして作ってみま
せんか。
講 師：北川 禎子 先生
日 時：2020年6月28日（日）
午前10時～午前11時30分
場 所：東豊台小学校 北館 公民分館室
定 員：20名

携 行 品：ハサミ
材 料 費：2000円
受付日時：2020年6月13日（土）
午前10時～11時
東豊台小学校 北館前
問合せ先：
東豊台公民分館０７０-３９９１-１１４４
中嶌
０９０-９６２４-４３８３
注意事項：同時刻に定員を超えた場合は、その場で
抽選を行います。定員に満たない場は、達する
まで受付を行います。新型コロナウイルスの拡散
状況によって中止になる場合があります。

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 うに努める 。
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【令和２年度分館役員】（分館長）服部
一秀（副 分館長）藤澤啓子,中嶌美恵
子,上山雅人（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（顧問）瀧田益大 ,峰岸暁美,上
村学,矢野洋一,古八英之（運営委員長）
橋本喜 代子（副運 営委員長） 南岡俊
子（推進室長）矢野洋一,古八英之（総
務部長）金野俊昭（ 副総務部長）山崎
孝,塚昌紀,吉田潤平（文化部長）中嶌
美恵子（ 副文化部長）長松保 代,村谷
元平,木村明美,川島美知留（体育部長）
中橋巧也（ 副体育部長）山本 裕喜,池
田伸二 ,西山栄 宏,三好 友子, 茅野絵
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里奈【令和２年度運営委員】（シャレー
ル 東 豊中自治会） 楠八重和美 （東豊
中自治会）前田園恵（ 指導ル ーム）山
本裕喜（東豊会自治会）木内義子（東
豊台小 学校PTA ）石橋雅也 （防犯東
豊中支 部）森井直 勝（豊中ハ ウ ス 管
理組 合）米田豊（ 東豊台校 区福祉委
員会）南岡俊子（防犯東豊中北支部）
飯島邦明（ライ オンズＭ自治会）横関
弘（ 民生委員）橋 本喜代子（ 補導員）
橋本和正（セン トラル 東豊中）石橋正
裕（ 日赤奉仕団東 豊会連合分 団）奥
平正広（東豊台自治会）片岡伸元（十
一中健全育成会）橋本喜代子

各サークルはCOVID-19感染防止の為、活動を休止しています(5/10現在)

東豊台ファイターズ
学校教育とは違う集団生活を基本に社会に通 じるルールを基
本を 重視して活動しています。
グラウンドへ見に来てください。
活動日 第１・３・４土曜日 9:00～17:00
第２

土曜日 9:00～13:00

第１・２・３日曜日 9:00～17:00
（第４

東豊台バドミントン倶楽部
東豊台校区で活動している社会人バドミント ンサーク
ルです。バドミントンはもちろん、公 民分館体育祭への
参加やフェスティバルへの出 店、合宿や宴会など、幅広
い活動をしているサー クルです。
バドミントンの実力は初心者から上級者まで 幅広く、
みんなで楽しむことをモットーに汗を 流しています。興
味のある方は、ぜひお気軽に 体育館を覗いてみてくださ
い。
【活動内容】
場所
東豊台小学校 体育館
日時
毎週土曜日 14:00～17:00
会費
年会費４千円
ビジター費１回 400円（初回は無料）
内容
主にダブルスゲーム

東豊台ＦＣ

活動日 毎週月曜日 16:45～18:30
第二土曜日 14:00～17:00
第四日曜日 9:00～12:00
場 所 東豊台小学校グラウンド
月会費 1000円
連絡先 tohodai.fc@gmail.com

豊中 市東 豊台 公民 分館 ホー ムペ ージ

陶芸同好会
ＮＨＫ連続テレビ小説『スカーレット』で陶芸に ご興味を持たれた 方
も多いのでは ありませ ん か？
当同好会ではフ レンドリ ーな講師の先生が初心者の方に も丁寧
に ご指導して下さいます ので安心してご入会して頂けます 。最初は
抹茶茶碗から練習してもらっ てお好きな物を自由に 製作して頂けま
す ので自作の食器で日常の暮らしもより楽しん でもらえます ♪
まずは体験からのご参加も大歓迎です 。
お申し込みは 下記メ ールに て随時承っ ております のでどうぞお
気軽にお問い合わせ 下さい。追っ てこち らからご連絡いたします 。

活動日時 土曜日（月に３～４回） ９：３０～１３：００
活動場所 東豊台小学校 北館１階 公民分館室
メ ー ル tohodai.tougei@gmail.com
担当：木村

東豊台コーラス

小学校1年生～６年生までの児童が参加できるサッカー
クラブです。大阪大学サッカー部の方々、お父さんコー
チにご指導頂きながら元気にグラウンドを走り回ってい
ます。他チームとの交流活動も行っています。
サッカーが好きな子、サッカーがやりたい子を待ってい
ます。女の子も大歓迎です！

日曜日 休み）

場 所 東豊台小学校グラウンド

東豊台の第九コンサートの合唱指導でお世話になった田中友
輝子先生のもとでもっと歌いたい！と集まってできたサークル
です。
クラシックからポピュラーソングまでジャンルを問わず楽しく
歌っています。

活動日 主に第１・第３木曜日 16:30～18:30
場 所 東豊台小学校 北館３階 第２音楽室
会 費 １回 500円
問合先 ０６－６８５４－７９３１ 村谷
０６－６８４９－６３５４ 荒木
※ 現在は活動休止していますが、分館だより
で練習日をお知らせしています。
♪ご興味のある方はお気軽にお越しください♪
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