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開催日時：平成２９年６月４日（日） 午後２時３０分から午後４時まで
開催場所：羽曳が丘MOMOプラザ ２階

開催目的：元南極地域観測隊の方から南極の自然及び南極観測に関する講演をいただき、
羽曳が丘地区住民（特に青少年）の自然科学に関する意識の向上を図る
主催：羽曳が丘青少年育成連絡協議会

●後援：羽曳が丘PTA
●協力：国立極地研究所

町会連合会が中心となり 羽曳が丘国保推進組合を運営しています。
羽曳が丘にお住まいで国民健康保険に入っておられる ご家族世帯主名で
本組合に加入していただくと、
・組合員が納付する国民保険料に応じて助成金が交付されます。
・この助成金の中から組合加入者の健康に役立つ粗品を配布する。

本組合の加入者数（世帯数）が増えますと、市からの助成金が増えます。
よって、各町会、自治会へそれぞれ配付されます。
詳しくは、町会連合会へお問い合わせください。
担当 町会連合会 南里まで

５０年以上の歴史を持つ当研究所は、この春、建て替え工事が完了し 新しく生まれ変わりました。
■これを記念して一般公開イベントを開催いたします！
■普段は、見ることの出来ない研究所の中をのぞいてみませんか？
■セミナーや親子で楽しめる体験コーナー等も盛りだくさんです！
お問い合わせは・・・・・ 大阪府立環境農林水産総合研究所 経営企画室 企画グループ
TEL：０７２－９５８－６５５１ FAX：０７２－９５６－９６９１ （平日９時～１７時半）
HP：http://www.kannousuiken-osaka.or.jp

入場無料

駐車場１００台

事前申込不要

★４月の婦人の会だよりに掲載されてましたが、
羽曳が丘５丁目の 須田博子さんから
2/14に羽曳が丘小学校の体育館に
ピアノが寄贈されました。
★ 3/30には、羽曳が丘幼稚園にも 大きな古時計が、
５丁目の村上裕さんから寄贈されました。
時計は、’時計の山勝’さんが修理してくださいました～
これからも 定期的にメンテランスしていただけるそうですよ！
懐かしい ボンボン時計の音♪ お楽しみくださいね！

・羽曳が丘町会連合会総会について ５月２８日（日）
・平成２９年度 羽曳野市防犯カメラ設置事業について
・安全見守り隊保険について
・第４８回 羽曳野市民体育祭について ６月１１日（日）
・平成２９年度 連合区長会の総会について ５月２７日（土）
・府から、環境農林水産総合研究所 新棟オープンについて ５月２０日（土）
・市から、道の駅しらとりの里 羽曳野１０周年イベントについて ６月２５日（日）
・団体、育成協の総会 ６月４日（日）
・団体、福祉委員会の総会 ６月４日（日）
・各集会所の エアコン取替え、トイレの洋式改修について
毎月の役員会・理事会で 色々な問題点について話し合っております。

「お詫びと訂正」

掲載記事情報募集！

４月号掲載の連合会役員名簿の中、顧問の吉田勝彦さん

羽曳が丘の中の えーこと！楽しいこと！

の電話番号に誤りがありました。

ありましたら 記事として掲載させていただき

お詫びして 訂正いたします。

ますので、情報おねがいします！

（誤）９５８－６６０７ → （正）９５６－６６０７

担当 連合会 村上

羽曳が丘西１丁目

羽曳が丘８丁目

小坂 光子
中條 月代
堀内 学
松本 裕之
小林 和子
藤田 佐枝子
福岡 弘子
富田 祥子

羽曳が丘９丁目

林田 俊行・和子

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ学園前

羽曳が丘１丁目
羽曳が丘２丁目
羽曳が丘３丁目
羽曳が丘４丁目
羽曳が丘５丁目
羽曳が丘６丁目
羽曳が丘７丁目

羽曳が丘西２丁目
羽曳が丘西３丁目

羽曳が丘西４丁目
羽曳が丘西５丁目
羽曳が丘西６丁目
羽曳が丘西７丁目

市田 薫
中田 裕次
黒田 和子
木林 雅美
松岡 昌子
島田 風太
新川 史恵
江頭 集一
樋口 和弥

町会連合会

羽曳が丘１０丁目 松浦 知弘・奈津美

～犯罪被害を防ぐために～

酒井 武
南里 毅
小川 信夫
三宅 幸雄

第１集会所
第２集会所
第３集会所
地域安全担当

皆様ぜひご参加ください！

は、登下校時や公園などで、子どもの安全を
見守っていただく活動です。

ご自宅で庭や花の手入れをされるときや、
散歩のときなど、朝・昼・夜を問わず、
ご自由に参加していただけます。

新プレートは 小学校及び市役所で配付
しております。

日頃から各団体の皆様は 羽曳が丘の子どもたちのために 活動していただいています。

参加団体名
①羽曳が丘町会連合会
②羽曳が丘小学校PTA
③校区青少年指導員
④民生児童委員
⑤校区こども会育成会
⑥更生保護女性会

⑦羽曳が丘婦人の会
⑧花水木連合会（老人クラブ）
⑨峰塚中学校PTA
⑩羽曳が丘E&L
⑪羽曳が丘自警団
⑫はびきのプレーパーク
⑬ボランティア

羽曳が丘各団体の
短期スケジュール
民生児童委員
大阪府民児童委員大会・第1回会食会

５月

※毎月80歳以上の方に誕生日お祝

南河内ブロック合同研修会
６月 羽曳野市民生委員総会
高齢者実態調査（６５歳以上）
７月 ※子育てサロン（ﾓﾓﾌﾟﾗｻﾞ）/毎月第1水
８月

※おしゃべりサロン（６号館）
／毎月第1.3土

福祉委員会

更正保護女性会

婦人の会

ミニ集会／羽曳が丘幼稚園おはよう挨拶運
動（毎週月・金曜日） ／子育てサロン協
力
幼稚園日曜参観サポート ／羽曳が丘幼稚
園おはよう挨拶運動（毎週月・金曜日）
／子育てサロン協力
羽曳が丘幼稚園おはよう挨拶運動（毎週
月・金曜日） ／子育てサロン協力
／
社会を明るくする運動・講演会

羽曳が丘小学校おはよう運動（週２回）
生きがいサロン・子育てサロン協力
日帰りバスツアー

羽曳が丘幼稚園おはよう挨拶運動（毎週
月・金曜日） ／子育てサロン協力

羽曳が丘小学校おはよう運動（週２回）
生きがいサロン・子育てサロン協力

校区子ども会育成会

羽曳野市民フェスティバル参加

羽曳が丘小学校おはよう運動（週２回）
生きがいサロン・子育てサロン協力

小学校PTA

安全会受付

参観・懇談会・総会・おやちび運動会・危
険個所見回り・小学校運動会（5/28→予
備費5/30）・交通安全街頭指導

羽曳野市民体育祭 6/１１
校区子ども会総会

危険個所マップ等の配布・給食試
食会

７月 おしゃべりサロン 大正琴演奏7/1

※セミリーダー講習会（6・7月）

懇談会・社会見学・親子防犯教
室・夏休み校区パトロール

子育てサロン ﾐﾆﾌﾟｰﾙ遊び8/2
８月 おしゃべりサロン 漫才（DVD)8/5

※キックベースボール リーグ戦（6・8
月）

子育てサロン ５月はお休みです
５月 おしゃべりサロン 歌体操 5/6
６月

総会 6/4 子育てサロン 保健師のお話
6/7 おしゃべりサロン カローリング
6/3

子育てサロン 七夕祭り7/5
南こ連ソフトボール大会

花水木会

自警団

交流会（羽曳が丘幼稚園）・羽老連総

５月 会（5/23）・清掃活動（5/30）

安全防犯パトロール

夏休み校区パトロール

E&L
総会・ITカフェ（毎月第1日
曜）・交流サロン・アルミ缶回収

６月 （羽曳が丘小学一年生） ・ ねんりんの旅 放課後子ども広場 警備

ITカフェ（毎月第2日曜）・交流
サロン・アルミ缶回収

７月 歩こう会・歴史教育講座

夏休み夜間パトロール

ITカフェ（毎月第3日曜）・交流
サロン・アルミ缶回収

夏休み夜間パトロール
羽曳が丘地蔵盆警備（8/19～20）

ITカフェ（毎月第4日曜）・交流
サロン・アルミ缶回収

グランドゴルフ予選（6/6） ・ 交流会

地蔵まつり（3丁目中央公園）

８月 8/19～20 ・ 囲碁、将棋大会

峰塚中学校PTA
５月 総会・授業参観 5/11

青少年指導員
羽曳野市民フェスティバル 5/5
青少年指導員 総会 5/13

交通安全街頭指導6/14～16・公開授

育成協
第1回 運営委員会 5/21
育成協総会/講演会 6/4 13：30～（ﾓ
ﾓﾌﾟﾗｻﾞ）関連：峰中校区共育ネット総会

６月 業6/15～16・社会見学6/13
７月 校区巡視

夏休み夜間パトロール

夏休み夜間パトロール

地蔵尊盆踊りの巡視
８月 （8/19～20）

夏休み夜間パトロール
羽曳が丘地蔵盆警備（8/19～20）

夏休み夜間パトロール

羽曳が丘町会連合会
理事会 5/6
町会連合会総会
５月 5/28 17：30～（ﾓﾓﾌﾟﾗｻﾞ）
役員会 6/3

・ 理事会 6/10

役員会 7/1

・ 理事会 7/8

６月
７月

毎週

プレパーク

①プチパーク（毎週火曜日 10：00
～12：00）羽曳が丘西中公園（西3
火曜日 9：00～（6号館） 丁目）

毎週 火曜日 9：00～（6号館） ②夕方パーク（「放課後こども広場の
毎週

役員会 8/5 ・ 理事会 （8月は休会）

８月

ゆうゆうクラブ

ない水曜日」※29年度は現在未定
15：00～17：00）羽曳が丘西中公
火曜日 9：00～（6号館） 園

③夏休みのプレーパーク（8月下
毎週 火曜日 9：00～（6号館） 旬の3日間）羽曳が丘北公園

※放課後子ども広場は、毎年６月から 羽曳が丘小学校で開催しております。
育成協の各団体の皆様が 日替わりで担当して子どもたちを見守っています

