
2019年 度	 啓発子育てサロン

第 1本曜日 10:00～ 11:30
お部屋を開放しています

10:00～ 11:30
季節の遊び等

第 3火曜日

あ
場所		 啓発センター (東中島5-1-6)

※む<のき学園正門のむかい
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1年 間 の 予 定 表

4月
4日			 お体み

16日			 手型足型工作
5月

2日			 お休み

21日			 子育て相談 (こさりん)

6月
6日			 自由遊び

16日			 親子で英語
7月

4日			 自由遊び

16日			 工作

8月
1日			 水遊び

20日			 お休み
9月

5日			 自由遊び

17日			 親子で体操 (支援室)

10月
3日			 自由遊び
15日			 季節の工作 (プラザ)

11月
7日			 自由遊び
19日			 スクラップブッキング

12月
5日			 自由遊び

17日			 楽しいパネルシアター
1月

2日			 お体み

14日			 茶話会

2月
6日			 自由遊び

18日			 享t幼児の食生活(栄養士)
3月

5日			 自由遊び

17日			 お別れパーティー

※内容等変更になることがあります。

                         

いつもやっています！～定例実施の活動・予定～

今後の地域の予定 ～ぜひご参加ください～

5月


11日（土）防災リーダー会議　＠啓発センター　19時～

＊啓発地域活動協議会　運営委員会総会　

　　＠啓発センター　19時～　開催予定

HPネットでも

地域情報GET！

啓発地域活動協議会ホームページ

http://keihatsu.jimdo.com 問合せ

啓発社会福祉会館２F

06-6320-8791 
cuzsn901@occn.zaq.ne.jp

広報けいはつ
発行元：地域活動協議会・むくのき学園はぐくみネット

●子育てサロン 
親子で遊んだり、子育ての相談、おしゃべりできる場。お子様と
気軽にご参加ください。 
《日時》部屋のみ開放：毎月第１木曜 10:00～11:30 
　　　　季節の遊び：毎月第３火曜 10:00～11:30 
《場所》啓発センター
●中高生向け学習会 

地域の大人や学生ボランティアがサポートします。


気軽に勉強しに来てください（^^） 

《日時》毎週月～金曜 19:00～21:00　 

《場所》むくのき学園５号館２F

●ふれあい喫茶

年齢を問わず、お茶を飲みながら地域の方々の交流が深められる場
所として活動しています。 
《日時》4月/6月/9月 、2020年1月/2月/3月 第４土曜 10:00～12:00　

《場所》啓発社会福祉会館　《料金》100円（ドリンク＋軽食）

●地域清掃活動　


町をきれいにし地域周辺を清掃します。

《日時》不定（その折々に変わります） 《場所》啓発地域全域

●高齢者食事サービス　 
《日時》第２水曜 軽食（午前11:30～） 
　　　　第３水曜 食事（午後12:00～） 
《場所》啓発社会福祉会館　和室

●いきいき百歳体操　　※8月はお休み 

健康のために運動機能の維持向上を目指します。


《日時》毎週月・金曜　10:30～11:00 

《場所》社会福祉会館

●啓発フォークソング倶楽部 

音楽を通した地域活動への参加機会として活動しています。初心者の
集まりです。気軽にお越しください。 

《日時》毎月第１・３月曜 午後7時～9時 

《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）　※参加費無料

●けいはつお茶の間シネマ　 

映画ファンで集まり、仲間と一緒に楽しんでいます。時代背景や人物、
出来事などを学習。一人で居ることの多い高齢者の交流も促す催しで
す。

《日時》毎月第４金曜日　午後2時・6時 
《場所》スタジオポケット（地域のミニスタジオ）　※参加費無料
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●ニコニコストレッチ教室　※8月のみ第1土曜日 

健康への関心＆コミュニケーションを高めましょう。

《日時》毎月第２土曜日　10:00～11:30　

《場所》啓発センター　※年間申し込み 700円(1年間)

《申込締切》2019年4月12日(木)  《申込先》　啓発センター

　春の公園で、のんびり１日を過ごしましょう。日頃忙しくて啓発地域と関わりが少ない皆様も
大歓迎！大人から子どもまで楽しめるイベントです。

ぜひ、ご家族・ご近所のお友達とお誘い合わせの上、ご参加下さい！


日程　2019年3月30日(土) 　※雨天中止(福祉会館にて飲食スペースを設置し開催)

時間　午前11時～午後2時

場所　ベビー公園

内容　公園カフェ(模擬店)、ミニステージ、家庭用品リサイクルバザー、

　　　手づくり遊びコーナー、啓発地域の活動紹介

●交流サロン　　※8月はお休み 

参加者とボランティア相互が協働して高齢者の孤立を防ぐ活動です。


＜折り紙＞毎月第３月曜　午後1時～3時


＜習　字＞毎月第２・第４水曜 午後2時～  

●防災リーダー会議 

地域と学校との連携、防災への備えと対応に当たります。

《場所》啓発センター　※事業に応じて随時開催

春の地域イベント

みんなの街をピッカピカに！！ 
クリーンむくのきにご参加を 

　今年もクリーンむくのきを実施します。むくのき学園
の子どもたち・保護者・地域住民、そして東淀川支援学
校の生徒会役員のみんなで、我が街・啓発を、ピッカピ
カにしたいと思っています。クリーンむくのきは回を重
ねるごとに地域行事として定着し、昨年は100名を超える
保護者・地域住民の参加により実施されました。子ども
たちも、このとりくみを通じて「地域への思い」を深め
てくれることと信じています。皆さんの参加をお待ちし
ています。


　日程　2019年5月18日(土) 
10時30分～11時30分 

　むくのき学園　校庭に集合

4月


13日（土）「避難所開設訓練」(3月3日実施分)反省会　＠啓発センター　19時～


＊グラウンドゴルフ開催予定　問い合わせ先：090-6320-0443（保坂）

★出演者・出店者募集中！★ 
ミニステージの出演希望、あるいはフリーマーケットに

参加希望の方は、下記までお問い合わせくださいませ。


問い合わせ先：090-6320-0443(保坂)

啓発地域春まつり＆フリーマーケット

        

パッチワークサークルの参加者を募集しています。
  日時：毎月第３木曜日　10時～12時
  会費：月会費５００
     （その他必要な材料があれば作品ごとに集めます。）
  場所：むくのき学園５号館　２階
  講師：中川　喜代子
        （大阪市生涯学習インストラクター）
         お問い合わせ090-2041-5345

生涯学習ルームからのお知らせ



3月3日 けいはつ「防災の日の取り組み」 

　ボランティア登録者・防災リーダー・啓発地域活動協
議会緒団体・むくのき学園教職員等約90名の方が「避難
所開設運営訓練」に参加。本年は特に管理部での情報伝
達に力を入れた訓練内容となりました。

　訓練は終始大きな混乱もなくスムーズに進みましたが、
前年と違った部署を体験して頂いた事もあり、多くの検
討課題が見えてきた訓練となりました。訓練を実施する
度に課題を検証していき、回を重ねての啓発地域防災に
していきたいと思いました。

　今回の訓練反省会は4月13日（土）啓発センター午後7
時より実施いたします。

　皆さまのご意見をお寄せ下さい。（防災リーダー）

1月27日 「凧揚げ大会」 

　親子連れの参加者がむくのき学園5号館にて思い思いの形の凧に絵を描いたり、連だこの絵を追加制作し
て、最後の仕上げで骨組みへの糸張りをし、徒歩にて淀川河川敷へと出発！

河川敷では先発隊のグループが寒い中、温まってもらえるようにとドラム缶での焚き火で豚汁の準備を済ませ、
おやつの焼き芋も焼きあがってきたところに、皆が到着。

先ずは腹ごしらえと、持参のおにぎりやパンと「おじさんの炊き出し」の豚汁にて昼食タイム、からだを温め子
ども達は凧揚げに走り出しました。


40メートル余りになる連だこ2連が絶好の風に乗って青空をうねり、子どもたちの各々の凧も次々と大空に揚が
り、走る必要も無く揚がる絶好の凧揚げ日和でした。　

　部会世話役の方が自作したコウモリをかたどった大きな凧が揚がったときには歓声が上がっていました。

世代間で楽しめる催しで、年々参加者も増えてきています。

来年はぜひご参加くださ～い＾＾

1) 学校公開

　公開授業・講演会等が実施され、北海道から鹿児島ま
で全国各地の支援学校の教職員が参加しました。小学部
～高等部まで８の授業が公開され、高等部の職業デザイ
ンコースの「自転車メンテナンス」の授業を参観しまし
た。１年間とりくんできたからか、手慣れたものでタイ
ヤを外しチューブ交換をスムーズにおこなっていました。
助け合って作業している姿もそこかしこに見受けられま
した。

2) 作品展

　小学部～高等部の絵画や紙・木工作、陶芸、織物等の
個人や協同の作品がアリーナいっぱいに展示され、圧巻
でした。創った児童・生徒の「想い」が伝わってくる多
くの作品に触れることができました。また、むくのき学
園歩む会と支援学校中学部活動文化部との共同作品も展
示されていました。

当日に向けて

2回のワーク
ショップも開催
されました。

ふくろ本はかせヨームビブリオちゃん

俳句・川柳コーナー	

空にジャンプ	足がついたら	虹がでた	
　　　　　　　　　　　　　田中　奏愛	

　　卒業式　友の涙に　過去想う	
　　　　　　　　　　　　　野津　真志	

　　春の朝　気合入った　くつむすび	
　　　　　　　　　　　　　川辻　貴義	

　　恋心　あふれる気持ち　春風に	
　　　　　　　　　　　　　梅本　ひかる	

　　苦い汗　星降る夜空の　帰路につく	
　　　　　　　　　　　　　富岡　晴斗	

　　雨上がり　一筋の光に　なってやる	
　　　　　　　　　　　　　矢野　愛咲	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(敬称略)	

＊冬号に引き続きむくのき学園9年生が国語の時間に創った句
を掲載します。十五歳のみずみずしい感性に触れていただきた
いと思います。

キャラクター 学年・組 名前（敬称略） 特徴

金賞 絵本仙人 ５－１
木村　心優

絵本仙人は目には見えない絵本の守り神。お気に入
りの場所は、むくのき学園の図書館で、本が好きな
生徒が来るのをいつも楽しみに待っている。

銀賞 ビブリオちゃん
５－１ 中田　衣咲

本（ビブリオ）の世界からやって来たフクロウ。 
物知りで知らない事は何もない。みんながさがして 
いる本を見つけてくれるよ。

銀賞 ヨーム
５－１ 渡邉　慶雲

本のしゅるいによって色がかわる。本をずっと 
「ヨーム」。

銅賞 ふくろ本はかせ
１－２ やまもと　ひろき

本ならなんでもしってる。本のよみかたがとくい。 
よみきかせもとくい。本のはかせ。

銅賞 バーコードスキャンくん
５－２ 林寺　ともき

いつもみんなの本のバーコードを早く 
おしたくて、せっかちなマスコット。

本読み隊キャラクターが決まりました

3月1日の児童朝会で紹介し、応募してくれた全作品をむくのき学園玄関ピロティに展示しています。

今後、あちこちでキャラクターに出会えるかも！！

バーコード 
スキャンくん絵本仙人

昨年から始まったキャラクター募集企画を、好評につき今年度も実施しました。むくのき学園の児童・生徒・教職員
96名が応募してくれました。バラエティに富んだ作品が集まり、厳正な審査の上、下記の5名の作品を選抜しました。

2月22日 （文部科学省指定）次期学習指導要領に向けた実践研究中間報告会

2月26・27日 作品展

2月28日 末近　功也・百合子さんのピアノコンサート＆講演「ピアノがくれた希望」

みんな元気でがんばってます　-東淀川支援学校のとりくみ- 
東淀川支援学校では、２月下旬に集中した取り組みが実施されました。これらの取組みを紹介し、

地域の学校である東淀川支援学校への理解を深めていただきたいと思います。

防災ワークショップ

「凧作り講習会」  

　地域コミュニティーのおじさん・おばさんたちがワイ
ワイと昔を懐かしみながら竹で凧の骨組みを作り、それ
に紙を貼り、当日に備えて「凧作り講習会」も実施され
ました。

↑小学部1年生の作品


