五月丘まちづくり通信では、五月丘地域で活動する諸団体を紹介し、地域の皆様に関心を持っ
ていただき、諸団体と地域住民が地域のまちづくりのために連携・協力し、地域の活性化に向け
た一助となることを願っています。今号では五月丘地域で活動する老人会の皆様を紹介させてい
ただきます。

“みんなでつくろう…坂の上のまち”

五月丘まちづくり通信
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地域の団体紹介1(オリオンクラブ)
1
2
3

構成町名 五月丘1丁目、渋谷、緑丘の一部
会員数 31名(男性5名、女性26名)
沿革
昭和43年4月16日設立。「オリオンの由来」は、ギリシャ神話からの引用で、本会を構成する3
地域を星座オリオン座にあやかったもの。
役員：会長 是枝功 副会長 松尾武 幹事 伊藤欣子、松尾充子、福井千鶴子
歴代会長：山田久、千葉忠雄、小豆畑吉治、寺坂功の各氏が会長を務める。現在は5代目。
4 活動
①社会奉仕活動: 茶臼山・塩塚公園及びバス停付近及び側溝等清掃など
②友愛訪問: お一人暮らし会員の友愛訪問
③その他: 定例幹事会(毎月1回開催)、総会、新年会、敬老のつどい、忘年会など
5今後の課題
高齢化が進み、会員が減少し、今後の運営が課題

地域の団体紹介2(さつきクラブ)
さつきクラブは、老人福祉法の精神に基づき、会員の親睦、福祉の増進を図ることを目的に、
アルビス五月ヶ丘に居住する60歳以上の人々を中心に昭和42年に結成されました。今年で47年目
を迎え、池田市に43ある老人クラブの中では15番目に古いクラブです。
年間を通じての行事、活動としては毎月第2木曜日の定例会があり、友愛連の事業報告バスツア
ーの案内の後は童謡を合唱したり、お菓子と談話で楽しんでいます。
4月の総会、10月の不死王閣、1月の新年会の昼食の後はビンゴゲーム、カラオケ等で大いに盛
り上がりを見せています。9月には自治会主催の敬老の集いに招待されています。
年数回の清掃奉仕は自治会と協力して横岡公園を受け持ち、その他小学校の下校時の見守り、
年末の防犯パトロール等、ボランティア活動にも協力しています。
(会長 真柄高人)
◇定例会(第2木曜日、五月丘会館にて)

◇毎年10月に不死王閣で開催される懇親会

平成 26 年度五月丘コミュニティ推進協議会提案事業について

平成 26 年度、本協議会は以下の提案事業を実施します。
事業名

概要

コミュニティカフェ五月丘

(千円)
地域コミュニティ誌等発行事業

270

本誌を年 2 回発行

拠点運営事業

77

アルビス北集会所を拠点に

コミュニティサロン運営事業

170

コミュニティカフェ月 2 回実施

地域内会館設備改修収事業

4,340 五月丘会館の調理室を改修

防犯カメラ設置事業

1,000 防犯カメラを 2 台設置

防犯カメラ管理事業

12

防犯カメラのメンテナンス

緊急通報装置管理事業

2

緊急通報装置のメンテナンス

地域防災訓練強化事業

50

地域合同防災訓練を支援

電動自転車安全パトロール事業

70

防犯用電動自転車メンテナンス

盆踊り大会支援事業

390

盆踊り大会支援

五月丘フェスティバル開催事業

300

五月丘フェスタ 2014 の開催

花いっぱいプロジェクト事業

130

子ども達と一緒に花を育てる

AED 管理事業

88

AED のメンテナンス

昆虫育成等講習会実施事業

90

産卵所のメンテナンス

イベント運営事業

520

地域イベントの開催

イベント運営設備整備事業①

115

五月丘小に散水栓設置

イベント運営設備整備事業②

300

五月丘小にイベント収納庫設置

カルチャースクール開設事業

50

カルチャースクールの開催

市民レクリエーション大会事業

200

市民レクリエーション大会支援

その他

100

本協議会運営

合計

8,274

花いっぱいプロジェクト
本協議会へのご入会の申し込み・お問い合わせは、
①本協議会会長 市岡久弘(五丁目753-8272)、②副会長 落合良範(五丁目752-6570)、③副会長
馬場仁雄(ビューグランデ751-1920)、④副会長 藤原千鶴(パークハウス752-8538)、⑤副会長
村上喬(アルビス五月ヶ丘751-6703)、⑥副会長兼広報部会長 山田敏人(アルビス五月ヶ丘
090-7532-3899)までお願いいたします。

予算額

イベント運営

防犯カメラ設置

地域防災訓練

市民レクリエーション大会

平成 26 年度

事業報告：地域で守る安全安心なまちづくり

～住民同士の助け合い「共助」ができる地域を目指して～
人と人をつなぎコミュニティ作りを促す取
り組み ～コミュニティカフェ設置事業～

池田市では、去る 8 月 24 日及び
9 月 10 日に、１時間に 100mm を超
える記録的短時間大雨が降り、浸
水被害や道路の冠水などの被害
が出ました。特に 8 月 24 日の大
雨では、土砂災害の危険が高ま
っているとして伏尾台 1 丁目、
伏尾町、畑 5 丁目、それに五月
丘 5 丁目の一部の地域に避難勧
告が発令され、翌日の避難勧告
が解除されるまで五月丘 5 丁目
にお住まいの方が中心に五月丘
会館に避難されました。
災害の被害を最小限に抑えるに
は、私達一人ひとりが日頃から災
害について関心を持ち、いざとい
う時に落ち着いて行動できるよ
う、正しい心構えと知識を身につ
けておくことが重要です。

★コミュニティカフェ五月丘(C.C.S.)は、
地域の皆さんが気軽に集い、交流できる場
を目指し活動しています。10 月以降も様々
なイベントを予定しています。
★7 月 13 日

毎年恒例の「人形劇
のねこじゃらし」＋
「せっぽく座」のジ
ョイント公演です。
親子でほっこり、い
やされました。
★8 月 10 日
絵葉書の書き方講座
季節の挿絵とともに
暑中見舞いを完成さ
せました。とても会
話もはずみました。

◇池田市防災マップ(右図)
池田市防災マップは、災害時に
避難救護活動を行う施設、特に注
意すべき場所や防災知識等をまと
めたものです。

土砂災害危険箇所
本マップ中に表示されている土
石流危険渓流等氾濫区域、急傾斜
地崩壊危険区域は、大阪府が崖の
高さや傾斜度など一定の基準で抽
出したものです。したがって表示
以外の場所でも気象状況などによ
って、土砂災害が発生する恐れが
十分にあります。(池田市危機管理
課)
土石流危険渓流等氾濫区域
土石流の発生の恐れある渓流等に
おいて想定される最大規模の氾濫
が予想される区域です。
急傾斜地崩壊危険区域
傾斜 30 度以上、高さ 5m 以上のが
け崩れが発生する恐れのある急傾
斜地です。

人形劇開催

避難指示への対応

避難場所の確認

災害への備え

第 1 段階：避難準備
・いつでも避難できるように、避
難の準備を行う。
・ラジオ、テレビで最新の気象情

どこに避難するか確認ください。
◇避難施設(家屋の損壊等による
被災者の受け入れ施設)
・五月丘小学校(2 丁目)
・五月丘会館(2 丁目)
・市立図書館(1 丁目)
・渋谷中学校(4 丁目)※(大雨な
どの土砂災害の恐れのある場合
は使用できません)
◇一時避難地(火災発生時の一時
的な避難地)
・五月丘小学校(2 丁目)
・横岡公園(2 丁目)
・塩塚公園(1 丁目)
・渋谷中学校(4 丁目)
(以上、池田市危機管理課)

◇地域防災訓練強化事業
地域の防災力を高めるために
は、地域ぐるみで防災活動に取り
組んで、住民の意識を高めること
が重要と考えています。
本協議会は校区内の自主防災
組織と一緒になって、2014 年 5
月、「合同防災訓練」を実施
しました。

報、災害情報を入手する。
・広報車などからの広報に注意。
第 2 段階：避難勧告
・お互い助け合って、指定された
避難場所に速やかに避難を始め
る。避難は徒歩で、車の使用はや
める。
第 3 段階：避難指示（避難命令）
・指定された避難場所にただちに
避難する。避難は徒歩で、車の使
用はやめる。
(以上、池田市危機管理課)

行事を通してコミュニティ作りを推進する
取り組み ～盆踊り大会支援事業～
★7 月、校区スポーツ振興会主催の盆踊り
が五月丘小学校で開催され、子どもからお
年寄りまで多くの人で賑わいました。
盆踊り練習会
の甲斐あって、
子ども達も積
極的に踊りに
参加

アイスクリー
ムの受け取り
に並ぶ長蛇の
列
避難所運営訓練

