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（１） 地域福祉文化部会 

地域福祉、文化教育をテーマとする 

民生委員会 

ネットワーク委員会 

保護司会 

母と子の共励会 

視聴覚教育協議会 

生涯学習推進員連絡会 

振興町会 

老人クラブ 

NPO法人緑・ふれあいの家 

（緑地域活動協議会） 

理事長 久木 勝三 

広報委員会 

大阪市鶴見区緑 3-3-3 

電話（06) 6915-6333 

5 月 18 日、緑社会福祉会館において「緑・ふれあいの

家」第 7回定時総会が開かれ、平成 30年度（第７期）の事

業報告および決算報告が承認されるとともに、令和元年

度事業計画と予算案が承認されました。開会にあたって

久木理事長から、「NPO 発足から満 7 年、7 期まで来られ

たことに感謝している。これからも子育てや少子高齢化な

どの課題も多く、地域に対する要請や期待も大きくなる。

地域としてできることを着実に進めるとともに新たな展開を

常活動を提案。④令和元年度予算は前年度予算規模を

ほぼ踏襲した 1億 2千 5百万の予算を提案。それぞれ満

場一致でご承認いただきました。最後に、⑤緑・ふれあい

の家の事務局体制、役員、組織体制をご承認いただき、

総会を終えました。緑・ふれあいの家は今年度、末広がり

の 8 期目に入ります。事務局、役員一同、一致団結して、

様々な課題に取り組んでまいります。ご支援、ご協力の

程、よろしくお願いいたします。 

模索していきたい。」と抱負を述べました。 

引き続き、議案の審議に入り入りました。①平成 30 年

度事業報告では、全体の事業報告後、各部会からの報

告がありました。②平成 30年度決算では、いきいき事業と

合わせて 1億 2千万円の収益に対して、ほぼ同額の支出

となり、約 500 万円を繰り越しました。③令和元年度事業

計画は、緑大運動会から盆踊り、敬老のつどい、防災訓

練、歳末防犯、新春餅つき大会などのイベントのほか、日

※ 詳しい活動計算書・貸借対照表は、当法人ホームページに掲載して

おりますので、裏面下記 URLからご参照ください。 

緑連合子ども会・ソフトボール部で 

は、一緒にソフトボールをしてくれる 

お友達を探しています。グローブに 

触れた事がない子でも大丈夫。みん 

な元気いっぱいに楽しんでいます。 

小学１年～６年の児童なら、男の子も女の子も大歓迎です！ 「ちょ

っと興味はあるけど、できるかな？」「バットでボールを打ってみたい

な～」と思ったら、ぜひ見学・体験に来て下さい。みどり小学校のグラ

ウンドで毎週日曜日に練習しています。 

事前連絡が無くても大丈夫ですので、気軽にお越しください。 

 

                   詳細は、緑連合子ども会・ソフトボール部 

三舩(ミフネ)  ☎090-8577-7262 まで。 

傘差し運転をしない、自転車保険への加入などのルールを遵守して欲

しいというお話でした。また、子どもたちは教育コースに移り、左側通行

を意識しながら踏切での一時停止や、停止している車付近での安全確

認などを繰り返し練習しました。生活安全課の防犯教室では、特殊詐欺

についてのお話があり、子ども・孫世代には週に１回程度父母・祖父母

へ連絡をとること、親世代にはカード・現金は渡さないことで詐欺の被害

を減らしたい。というお話がありました。日常生活に欠かせない自転車

だからこそ、交通ルールをしっかりと確認し、安全に使用する必要があ

ると思った大会でした。                広報委員 桝井 真紀 

春の交通安全運動期間中の 5月 18日、関目自動車学校にて、「みどり地区交通

安全大会」が開催されました。鶴見警察署交通課による交通安全教室では、自転

車利用時の事故についてのお話がありました。鶴見区では年間 500〜600 件の人

身事故があり、そのうちの 4 割が自転車の関わる事故です。車とぶつかって被害者

になる場合もあれば、歩行者とぶつかって加害者になる場合もあり、鶴見警察署で

も信号や一時停止を守らない、飲酒運転や逆走をしている自転車の取り締まりをし

ています。事故を起こさないためにも、自分の身を守るためにも、左側通行を守り、

科　　目 非営利活動の事業 その他の事業 合　　計
受取寄付金 4,191,022 4,191,022
受取助成金 4,236,894 4,236,894
事業収益 5,424,101 100,603,329 106,027,430
その他の収益 5,961,648 1,713,500 7,675,148
経営収益　計 19,813,665 102,316,829 122,130,494

科　　目 非営利活動の事業 その他の事業 合　　計
【事業費】
仕入 2,996,544 2,996,544
人件費 2,557,309 70,910,509 73,467,818
その他の経費 6,299,554 7,300,884 13,600,438
事業費　計 11,853,407 78,211,393 90,064,800
【管理費】
人件費 2,950,042 10,058,836 13,008,878
その他の経費 2,976,355 11,036,187 14,012,542
管理費　計 5,926,397 21,095,023 27,021,420
経常費用　計 17,779,804 99,306,416 117,086,220

4,965,440
4,975,686
9,941,126

当期正味財産増加額

次期繰越正味財産額

前期繰越正味財産額

 

項　　　目 予算額
地活協に対する補助金 2,596,377
緑ふれあいトレーニング
ハウス利用料

240,000

緑コミュニティランチサービ
スと宅配売上

877,500

緑コミュニティサロン 562,500
緑・納涼盆おどり大会 3,700,000
緑いどばたクラブ 270,000
第２２回緑・大運動会 500,000
緑・桜まつり 360,000
敬老のつどい町会寄付金 400,000
新年互礼会参加者会費 810,000
成人式町会寄付金 40,000
コミュニティ回収 1,080,000
生涯学習ルーム事業 44,999
児童いきいき放課後事業 100,846,625
　　　　〃　　　延長保育料 850,000
大阪市鶴見区みどり小学
校体育施設開放事業

130,000

自己資金 7,449,523
前年度繰越金 4,965,440
雑収入 0
受取利息 100
合　　計 125,723,064

項　　　目 予算額 うち補助金額
青色防犯パトロール 247,500 96,787
はぐくみ事業 20,000 0
緑・クリーン事業 50,000 0
Jr.防災リーダー養成講座
防災訓練事業

279,560 209,670

緑・ふれあいトレーニング
ハウス事業

545,000 272,500

緑・コミュニティランチと宅配
サービス事業

750,000 0

緑・コミュニティサロン 500,000 0
緑・大運動会 502,500 207,500
緑・納涼盆おどり大会 3,723,700 993,100
新春もちつき大会 156,000 78,000
地域広報活動 101,000 75,750
緑・地震そなえ隊2019 65,600 49,200
緑・桜まつり 260,200 0
緑・いどばたクラブ 200,000 0
緑・敬老のつどい 514,940 42,470
新年互礼会 810,000 0
成人式 45,000 0
コミュニティ回収 640,000 0
生涯学習ルーム事業 44,999 0
児童いきいき放課後事業
（消費税含む）

100,846,625 0

児童いきいき放課後事業
延長保育人件費

1,800,000 0

大阪市鶴見区みどり小学
校体育施設開放事業

130,000 0

子育てサロン 69,500 52,125
緑たすけあいネットワーク
委員会

20,500 0

次年度繰越 5,139,640 0

租税公課 6,725,800 0

事業費計 124,188,064 2,077,102

運営経費 1,535,000 519,275
合　　計 125,723,064 2,596,377
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開催日 行事名 開催場所

 毎週日曜日  日曜ふれあい喫茶  緑ふれあいの家

 毎週水曜日  子ども見守り隊  通学路要所

 毎週木曜日  緑ふれあいランチサービス  緑ふれあいの家

 毎週火・木曜日  緑ふれあいトレーニングハウス  グリーンランドみずき 他

 毎月第3火曜日  囲碁・将棋友の会  緑ふれあいの家

 毎月第3木曜日  子育てサロン  緑福祉会館

 毎月第4木曜日  ステップ教室  緑ふれあいの家

 偶数月第2土曜日  緑いどばたクラブ  緑ふれあいの家

 奇数月第4日曜日  地域一斉美化活動  緑地域全域

        適時  地域防犯パトロール  緑地域全域

 7/6(土）・7（日）  区青指事業ふれあいキャンプ  ユニトピアささやま

 7/13(土)・7/14(日)  緑・納涼盆おどり大会  西部コミュニティ広場

 7/21(日)～7/31(水)  ラジオ体操  未定

 7/21（日） 9:00～  鶴見オープンバドミントン大会  鶴見スポーツセンター

 7/28(日) 9:00～  鶴見区卓球大会  鶴見スポーツセンター

 7/28（日）  市長杯予選鶴見区軟式野球大会決勝  第２運動場

 8/4(日) 9:00～  第15回4区親善バレーボール大会  鶴見スポーツセンター

 8/18(日) 9:00～  市長杯予選鶴見区ソフトバレーボール大会（女子）  鶴見スポーツセンター

 8/18(日)  中学生親善スポーツ大会  未定

NPO 法人 緑・ふれあいの家  ホームページ 
http://midorihureainoie.jimdo.com/ 

フェイスブック・ブログもあります。ホームページからご覧ください。 

本紙へのご意見・お問い合わせは、NPO 法人 緑・ふれあいの家へ 

直接お電話いただくか、HP のお問い合わせフォームからお願いいたします。 

今や、あるのが当たり前になったクーラーですが、かつては庶民が

憧れる商品の 1つでした。クーラーが家庭に普及し始めたのは、高度

成長期の 1960年代。「3C」と呼ばれた「カラーテレビ・自動車（カー）、

クーラー」が、頑張れば手が届く夢の商品として人気を呼び、広がっ

ていきました。しかし、当時のクーラーは電気代が非常に高くついた

ため、よほど暑い時や来客時以外は使わないのが普通でした。クーラ

ーは特別な時に使うぜいたく品だったのです。その後、技術革新によ

ってクーラーは年々進化し、消費電力が大幅に低下。気が付けば、ク

ーラーはいつでも気兼ねなく使える、ごく普通の電化製品へと変化し

たのですが、変わらないものもありました。それは「クーラーはぜいたく

品」という思い込みです。「クーラーはもったいない」「つけなくても大

丈夫」と、つい我慢をしてしまう高齢者が多いのは、この思い込みが

原因。しかも、高齢になると暑さを感じにくくなるため、危険な暑さに

気づかないまま、熱中症で倒れてしまうのです。節約は大切ですが、

クーラーの節約には、あえて反対します。電気代を惜しむあまり熱中

症で倒れれば、救急車や病院に余分な手間をかける上に、家族に心

配をかけ、下手をすると命さえ失って、元も子もなくなってしまいます。

時代が変わり、環境が変化すれば、節約のすがたも変わるもの。何よ

り、かけがえのない生命を粗末にしないよう、クーラーを上手に活用し

て、夏の暑さを乗り切ってほしいものです。 

                                文責：内野芳徳 

真夏のような日差しの 5 月 26 日、西部コミュニティ広場において、2 年

に一度の「緑・大運動会」が開催されました。今回も緑マーチングバンド鼓

笛隊の演奏に合わせて、国旗を先頭に入場行進が始まりました。バトン

演技、連合町会旗が続き、町会ごとに町会旗とプラカードを先頭に掲げ

て参加選手・町会役員が入場。開会式では前回の優勝杯・準優勝杯が

返還され、それぞれレプリカの盾が授与されました。選手宣誓では子ども

たちが元気に声を合わせていました。いよいよ競技の開始です。 

まずは小学生の「徒競走」、幼児の「かけっこ」。みんな元気いっぱいで

す。「樽ころがし」では、思うようにならない樽を棒で転がし悪戦苦闘する

様子に応援の声もかかります。新競技の「宅配便デース」はリレー形式で

バトンの代わりに不安定な段ボール箱をひとつずつ増やし積み重ねなが

ら走る競技です。トップを走る選手がゴール手前で段ボール箱を落とし、

順位が入れ替わるなど、ハラハラドキドキ、観客を沸せました。小学生の

「待て待て玉入れ」は、逃げ回る籠にボールを投げ入れるというものです

が、高学年のなかに籠の担ぎ手を気遣い、やさしいボールを投げる子ど

ももいたと聞き、その成長を垣間見たようでした。新競技「ザ・ドリブル」で

は、どこに転がるか分からないラグビーボールでのドリブルリレーに参加

者は右往左往。細かく丁寧に刻む人や、大胆に大きく蹴る人と、やり方に

性格が出るのかもしれません。「障害物競走」「パン食い競走」「親子徒競

走」と恒例の種目も老若男女それぞれが楽しめました。また、各町会の威

信をかけた町会対抗競技では熾烈な戦いが繰り広げられ、それぞれの競

技結果に一喜一憂するほど白熱したものとなり、今年は例年より得点の開

きが少ない中、3西町会が優勝、3町会が準優勝となりました。 

大会中は競技間に数回の給水休憩を入れるなど、運営側も昨夏の酷

暑の経験を活かして安全な大会運営に注意を払っており、熱中症などに

かかる方もなく、無事終了となりました。参加者の皆さま、お疲れ様でし

た。2年後の大運動会も楽しみにしていてください。また、今回参加できな

かった皆さんも、次回のご参加をお待ちしております。 


