広報はびきがおかH29-09

時間 ９：００～１２：００
主催：羽曳が丘町会連合会
参加：羽曳が丘小学校、町会、自治会、各種団体
協力：羽曳野市、羽曳野市消防団、柏羽藤消防組合

いつ起こるかわからない災害のために！

体験内容
・浸水時の歩行訓練（初）
・ＡＥＤの取り扱い説明、三角巾による応急手当
・手作り防災グッズの作製
などなど・・・・これからの子ども達のために ぜひ体験させてあげてくださいね！

第２集会所・出発９：１０～小学校到着９：３０予定
第３集会所・出発９：１０～小学校到着９：３０予定

①

移動サポート：青少年指導員・羽曳が丘自警団
羽曳が丘だんじり会

羽曳が丘住宅内での 路駐に関する 苦情が増えてきています。
毎日のことで、夜の間だけだから・・・・とか、車が通れるからいいや・・・など
駐車される方は そう思いますが・・・・・
近所の周辺の方々に 必ず迷惑をかけてるのは間違いありません！

・防災訓練について
・第二集会所の耐震の調査及び改修工事について
・第三集会所の倉庫について
・MOMOプラザの生垣剪定作業について
・9月10日 市議会議員選挙について
・65歳以上の高齢者実態調査について
・福祉委員会 65歳以上のひとり世帯も見守り活動について
・社会福祉協議会～共同募金・歳末助け合い募金について
・文化祭実行委員会について
・平成29年就業構造基本調査の実施について
※今年は 8丁目です

・大阪府動物愛護管理センターについて

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。

～犯罪被害を防ぐために～

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。

新プレートは 小学校及び市役所で配付
しております。

毎月 羽曳が丘の子ども達のために
いろんな活動に参加していただいております

9丁目付近です、他の町会からも・・・
あなたの中に マナーはありますか？

羽曳が丘を住みよい街に・・みんなで協力しましょう

②

和装教室 名古屋帯コース
◆1日目
◆3日目

9/26(火）、27（水）
10/24(火）、25（水）

◆2日目
◆4日目
◆5日目

10/10(火）、11（水）
11/7(火）、8（水）
11/21(火）、22（水）

開催場所：はびきの庵 円想
費用：2,000円(全5回分)
水曜日の夜の部はございません。
朝の部１０：００～ 昼の部１４：００～ 夜の部１８：００～
☆着物・帯・和装小物無料レンタルあります。
※申込・問合せはＭＯＭＯプラザ受付まで

TEL：０７２-９５７-５５５３

http://cleanparks.jp/habikinoan_enso/
木造瓦葺き数奇屋風書院造りの施設です
茶道・華道・俳句・謡曲・日本舞踊・三曲などの
文化活動の場としてお気軽にご利用ください。

※申込・問合せはＭＯＭＯプラザ受付まで
ＴＥＬ：０７２－９５７－５５５３

円想 住所：羽曳野市羽曳が丘４丁目６−４

伊達颯人（はやと）くん
伊達真生（まみ）さん
伊達さん親子は ３歳６ヶ月児童健診を受けた７７０人の中で
元気な歯を持った親子１１組の中から ４月の羽曳野市予選
会で「最優良親子」に選ばれました。
６月に行われた 「第６６回全大阪よい歯のコンクール」に
おいて”優良賞”に選ばれました。コンクールは府内から４８組が参加し”優良賞”は５組だけでした
～よい歯を作るために１日何回の歯磨きをされているのかききましたら、

～真生（まみ）さんは３回
～颯人（はやと）くん２回でした

◆交通安全講習会日程◆
・９月４日（月） 午後７時 羽曳野市民会館３Ｆ会議室
・９月５日（火） 午後７時 丹治はやプラザ
・９月６日（水） 午後７時 ＭＯＭＯプラザ
・９月７日（木） 午後７時 石川プラザ
・９月８日（金） 午後７時 綾南の森公民館
・９月９日（土）午前１０時 羽曳野藤井寺交通安全会館３Ｆ

お詫びと訂正

羽曳が丘7丁目 東尾町会長様のお電話番号が間違っておりました。
誤：９５８－６０８７ 正：９５８－００８７
ご迷惑をおかけいたしました皆様 大変申し訳ありませんでした。

③

羽曳が丘各団体の
短期スケジュール
民生児童委員
９月 敬老お祝い金お届け/研修会
第二回会食会（ﾓﾓﾌﾟﾗｻﾞ)10/8
はびきの健康祭り
１０月 街頭共同募金活動
ふれあいフェスティバル
１１月 ３

１１／

１２月 一人暮らしの方へカレンダー配布

福祉委員会
子育てサロン 金魚すくい9/6
９月 おしゃべりサロン 9/2 .16

更正保護女性会
小学校草刈

防災訓練

ミニ集会

婦人の会
9/9小学校草刈・9/24防災訓練
9/27放課後子ども広場

幼稚園運動会

10/7幼稚園運動会・10/26.29校区福
祉委員会
生きがいサロン・10/4子育てサロン

ふれあいフェスティバル １１／
３
幼稚園祭り・お店屋さんごっこ

11/1子育てサロン・
11/3ふれあいフェスティバル
11/6幼稚園祭り

幼稚園：餅つき大会
幼稚園：お楽しみ会

羽小おはよう運動・みどり会活動
生きがいサロン・12/6子育てサロ
ン

校区子ども会育成会
キックリーグ戦②９/10

小学校PTA
校庭草刈 9/9 雨天9/10
防災キャンプ９/17/18)
広報誌発行
まち歩き（まち探検）
市Pソフトボール大会
参観・懇談会・親子交流会
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｷｬﾗﾊﾞﾝ
講習会・健康つくり・ﾍﾞﾙﾏｰｸ集
計

子育てサロン 大型絵本10/4
１０月 おしゃべりサロン 10/7 .21

校区ドッチボール大会
10/22

子育てサロン ﾐﾆ運動会１１/１
１１月 おしゃべりサロン 1１/４．１８

ふれあいフェスティバル
セミリーダー講習会
キックリーグ戦③

子育てサロン ｸﾘｽﾏｽ会１２/６
１２月 おしゃべりサロン 1２/２&１６

市子連写生ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ表彰式 教育講演会
・作品の展示
体育館をﾋﾟｶﾋﾟｶにしよう

花水木会
歌謡祭り/ 体力測定/
社会奉仕の日交流会（幼稚園）
９月 敬老行事・友愛訪問
交流会（羽曳が丘小学校１年生）
羽老会グランドゴルフ大会
１０月 パソコン教室

自警団

E&L
１：交流サロン（毎月）
２：名曲クラブ（年6回）

安全防犯パトロール
羽曳が丘だんじり祭り
警備10./7日.8日
羽曳野警察との地域連携ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

３：アルミ缶回収（毎月）
４：集会所の標準葬儀（随時）

１１月 健康活動研修

市・合同震災訓練

５：広報誌「E&L」発行

ミニ・コンサート
１２月 会長懇談会

歳末夜警

６：ビオトープ管理、整備
（毎週月曜日）

市老連

秋のバスハイク

峰塚中学校PTA
サポート隊（９月中旬）
９月 体育大会
交通安全街頭指導
１０月 第２回研修会

青少年指導員
南青指交流会/市の研修会
統一パトロール
羽曳が丘秋祭り警備10/7日、8日
ドッチボール大会
推進大会

授業参観・ﾜｸﾜｸﾌｪｽﾀ11/18
１１月 第三回研修会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ）

峰中ﾜｸﾜｸﾌｪｽﾀ

１２月 特になし

統一ﾊﾟﾄﾛｰﾙ・峰中校区ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

羽曳が丘町会連合会
役員会 ９/２・理事会９/９
９月 防災訓練9/24
町会組数／世帯数
１０月
１１月 11/11理事会
集会所の大掃除
12/28.29歳末夜警
１２月 12/31～1/3集会所休館

11/18

ゆうゆうクラブ
毎月同じ内容です
毎月同じ内容です
毎月同じ内容です

育成協
運営委員会
羽曳が丘小学校草刈９／９

運営委員会
フェスティバル実行委員会
峰中ﾜｸﾜｸﾌｪｽﾀ 11/18
市・青少年健全育成大会
11/1&15

運営委員会12/2

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
②夕方パーク（放課後子ども広場の
ない水曜日１５：００～１７：００
③夏休みのプレーパーク（8月下旬
の3日間）羽曳が丘北公園

毎月同じ内容です

※放課後子ども広場は、9月から後半 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
④

