口
人

7,464 人

世帯数

2,905 世帯

平成23年11月現在

さらには︑傘の布を利用した自転車
第三回五常文化祭が 月 日 日( )
に五常小学校体育館で開催されました︒ 用かごカバーなどの手作りワークショ

第三回 五 常 文 化 祭 を 開 催

編集発行
コミュニティ
協議会
広報委員会

ップや︑袋小物やアクセサリーなどの

実施しているもので︑今年で三回目を

響き︑五常校区の文化水準の高さをい
ささかなりとも証明していただけたと
思います︒
また︑会場の中央に見事に咲いた菊
を枚方市菊花展実行委員会のご協力に

ブドフラワー︑スイーツデコ︑カント

画原画︑更に︑多彩な手芸品等 生(け花︑
編み物︑手芸品︑クラフト︑プリザー

と写真︑第四中学校マンガ部による漫

ご尽力を頂いた実行委員の皆さんに厚

ふさわしい 五｢常文化づくり を｣着実に
進めてまいりたいと思います︒多大の

これからも皆さんとともに当地域に

んに深く感謝申し上げます︒

く御礼申し上げますと共に︑ご支援い
ただいた各自治会︐ご参加頂いた皆さ

展示作品では︑絵画 水(彩画︑油彩画︑ より展示して頂き︑会場の雰囲気を盛
アクリル画︑ちぎり絵︑つまみ絵など ) り上げることができました︒

迎えました︒

いずれの作品も力作で見る人の心に

午後からは生憎の雨でしたが︑出品頂

安心安全なまちづくり﹂の一環として

この文化祭は
﹁五常の四季を楽しみ︑

た︒

により盛大に実施することが出来まし

手作り作品市も盛況でした︒

30

いた皆さんの熱意と実行委員のご努力

10

リードール︑押し花ほか に)加え︑聖徳
園グループホーム敬愛の皆さんの作品

が展示されました︒
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の自治会︵理事会︶があります︒

五常校区コミュニティ協議会ってなに？︵２︶

五常校区コミュニティ協議会は平成
年に枚方市の主導により設立され

３︲２ 専門組織
専門組織は住みよいまち︑助け合い
のまちづくりを目指して︑枚方市行政

人の委員がそれぞれの担当地区

働大臣が委嘱するもので︑五常校区で

に対する補助や︑自治会が管理する防

五常校区の自治会が新設する防犯灯

保護が義務付けられていますので︑ひ

で活動をしています︒プライバシーの

す︒

て枚方市に申請することとなっていま

犯灯の電気料金補助は五常支部を通し

は

とりで悩まないで︑気軽にご相談して
みてください︒

交通対策協議会五常支部

枚方市交通対策協議会は枚方市役所

交通対策課が事務局を担当し︑交通事

故の減少を図り︑人命の安全を期する

ため︑各小学校区に支部を組織して︑

交通安全に関わる啓発や安全パトロー

ルなどを行っています︒

五常支部では各自治会︵管理組合︶

民生委員・児童委員 ︵法律に基づく委員︶

ぐるみの防犯活動を推進するため︑啓

指して︑住民の防犯意識を高め︑地域

部を組織し︑犯罪のない地域社会を目

枚方市防犯協議会は︑校区ごとに支

車追放活動などを行っています︒

け︑通学路における立番指導や迷惑駐

として会長︵枚方市長︶から委嘱を受

から選出された委員が民間交通指導員

うとする意志によって組織されるもの

民生委員・児童委員︵民生児童委員︶

発及び防犯灯設置などの活動のほか︑

防犯協議会五常支部

です︒ごみ問題や防犯をはじめ住みよ

は︑一人暮らし老人や寝たきり老人の

青少年の補導活動を行っています︒

などと協力して特定の分野の活動を推

い環境づくりなど日々の生活で遭遇す

訪問活動及び生活に困っている方など

五常校区では︑昭和

人々が互いに助け合って暮らしていこ

進する組織です︒

る様々な問題はもとより︑災害時など

からの相談に応ずるほか︑福祉事務所

年に設立され

には力を合わせて問題に取り組むこと

た香里ヶ丘支部が平成

年に現在の
〜

世帯

五常支部となり活動を継続しています︒
防犯委員は各自治会から

20

また︑児童に関する相談や助言にも
あたっています︒
枚方市及び大阪府の審議を経て厚生労

方市長︶が委嘱しています︒

福祉増進を目的として︑民生児童委員

五常校区福祉委員会は校区の住民の

五常校区福祉委員会

や関係行政機関の事務に協力します︒

年を超える組織から︑

38

民生児童委員は地域の推薦に基づき︑ 毎に１名を選出し︑
防犯協議会会長
︵枚

10

五常校区では七香会や八香会などの

ように設立後

23

近年のマンション建設や新たな住宅開

50

18

一まとまりの開発地域︶に住んでいる

10

を目的とする組織です︒

自治会は一定の地域︵マンションや

３︲１ 自治会

３ 自治会と専門組織の活動

治会や専門組織についての情報です︒

組織で構成された組織です︒今回は自

の目的を達成するために活動する専門

域における防犯や高齢者福祉など特定

たもので︑五常校区内の自治会及び地

15

発により組織された若い組織まで︑
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︵ボランティア︶
で構成されています︒

ら選出された福祉委員及び住民有志
法等の講習会実施︑社会福祉施設の訪

組むほか︑高齢者支援活動︵家庭看護

は︑社資 赤(十字社の活動資金 募)集活
動や赤十字思想の普及推進活動に取り

の施策の伝達及び地域での啓発事業な

反映させるためのパイプ役として︑市

廃棄物減量の推進と市民の声を行政に

廃棄物減量等推進員は地域における

廃棄物減量等推進員

主な活動は︑さくらぎサロン︵憩い
問や地域福祉活動︶や児童の健全育成

どを行っています︒枚方市長が

を中心として︑自治会︵管理組合︶か

と仲間づくりの場︶
︑子育てサロン︵乳
活動︑災害救護・防災活動︑赤十字の

﹁スポーツ基本法﹂により︑従来の体

育指導委員はスポーツ推進委員に名称

が変更されました︒

五常っ子見守り隊

未来を担う五常小学校の子どもたち

主要地点で立番声かけを行うなど︑子

校区

幼児親子の出会いの場︶
︑
グランドゴル

五常校区では︑各自治会︵理事会︶

どもの見守り活動をしています︒この

を地域全体で守るために︑登下校時に

五常連合分団では枚方市赤十字奉仕

から１名を選出し推進員となっていた

活動が防犯などにも効果をあげ︑安

２６６人に委嘱しています︒

︵個別支援︶などです︒地域の皆様に
団活動に積極的に参加することを基本

だき︑行事における分別収集などの活

ＰＲ活動などを行っています︒

いろいろな福祉の情報をお届けするた

に︑全自治会︵理事会︶が社資募集活

フ大会︵世代間交流︶やふれあい訪問

めに福祉講習会も開催しています︒

ＴＡ︑自治会など

五常子どもいきいき広場

から参加していただいています︒

青少年育成委員︑

現在︑
防犯協議会︑
交通対策協議会︑

す︒

心・安全なまちづくりに役立っていま

動を実施しています︒

これらの活動は定期的に発行される
﹁五常校区福祉だより﹂で紹介されて
います︒
青少年育成指導員

青少年育成指導員は︑青少年の健や
かな成長を援助︑助成し︑青少年の非
行の防止を図ることを目的として活動

０名が委嘱︵任期２年︶されており︑

振興を目指し実技指導のほか︑スポー

スポーツ推進委員は校区のスポーツ

スポーツ推進委員 ︵旧﹁体育指導委員﹂︶

から実施している事業です︒

きる力﹂を育むことを目的に

の後継事業として︑
校区の子どもの
﹁生

員会が﹁ふれ愛・フリー・スクエア﹂

子どもいきいき広場は枚方市教育委

身分は枚方市の非常勤嘱託職員です︒

ツ活動の促進や行事の協力や健康づく

しています︒枚方市では市長並びに教

五常校区では６人の指導員が夜間パ

りを推進する役割を担っています︒

小学校区全体で３８

トロール︑コミュニティ行事と会議へ

委員は小学校校区ごとに地域選出︑

日に施行された

枚方市立第四中学校区地域教育協議

四中地域教育協議会

４土曜日に校内で活動を行っています︒

五常子どもいきいき広場は第２〜第

23

育委員会から

地域赤十字奉仕団は︑市区町村を基

の参加︑交通安全運動週間の立ち番︑

学校選出の各１名で︑教育長が委嘱を
月

24

年４月

盤にして︑赤十字の博愛人道の精神に

﹁こども１１０番﹂運動などの活動を

赤十字奉仕団五常連合分団

基づく事業に奉仕する想いをもって︑

年

8

行い非常勤職員となっています︒

しています︒

平成

23

45

Ｐ

ます︒

動に参加することを重点活動としてい

26

日常生活の中で地域に根ざした助け合

い活動を展開する組織です︒具体的に

-3五常校区コミュニティ協議会ホームページアドレス
http://comm.city.hirakata.osaka.jp/comm//pages/gp/gojou/

2011 年(平成 23 年) 12 月 10 日発行
五常校区コミュニティ協議会・会報 第 23 号

その他
五常校区コミュニティ協議会に参画

会は︑学校・家庭・地域社会が一体と

なって︑教育や子育てに関する課題を

域です︒しかし︑

月以降︑校区内で

変質者によるとみられる不審事案が５

す︒各自治会には最新資料に差し替え
たクリアファイルの栞を配布していま

月︶も発生しています︒

件︵

その都度︑学校でも緊急パトロールな

月〜

す︒

五常小学校及び第四中学校のＰＴＡや︑ ﹁写真集﹂では行事の様子の写真を閲

する専門組織としては︑以上のほか︑

ていく活動を推進するために︑教育委

どをしていだいています︒

この傾向は枚方市の他の校区でもみ

覧できます︒
﹁機関紙・会議要旨等﹂では当協議会

られるようで︑枚方警察も重点パトロ

青年会があります︒

設立されました︒地域からのメンバー

の広報紙が第１号から閲覧できます︒

ムページは枚方市が地域コミュニティ

五常校区コミュニティ協議会のホー

﹁校区コミュニティ協議会﹂をクリッ

右側に﹁リンク集﹂のボックスの中の

スする︒ ↓ ➁﹁トップページ﹂の

ています︒
議会のホームページをご覧ください︒

是非一度︑五常校区コミュニティ協

年

として五常校区コミュニティ協議会か

活動の活性化のために構築した﹁ひら

クする︒↓ ➂﹁ひらかたしコミュニ

議要旨を平成

ールをされています︒皆様方も︑積極

らも参画しています︒

かたしコミュニティウェブサイト﹂に

ティウェブサイト﹂が開く︒↓ ④こ

五常校区コミュニティ協議会のホームページに

あります︒このウェブサイトは︑現在

のページにある﹁五常校区コミュニテ

校区短信

第

回とんど祭り

年︶１月８日︵日︶に五常

恒例のとんど祭りを来年︵平

成

小学校運動場で開催します︒

時

分

実行委員会において詳細を検

討していますが︑午前

開会︑正午終了の予定です︒

ください︒

ご近所お誘い合わせてご参加

15

の校

五常校区コミュニティ協議会のトップ

ィ協議会﹂をクリックする︒

ィ協議会の入り口は一覧のトップにあ

ページの左側にある﹁校区の栞より﹂
︑

平成

20

10

ホームページを開設している

区コミュニティ協議会サイトへの入口

るので︑これをクリックすると五常校

﹁写真集﹂
﹁機関紙・会議要旨等﹂のフ

となっています︒五常校区コミュニテ

区コミュニティ協議会のホームページ

五常校区は︑各自治会の防犯活動や

定です︒

年２月

日︵日︶の予

防災フェスティバル
れの内容を閲覧することができます︒

五常っ子見守り隊の活動のおかげで︑

○不審事案が増加しています︒
﹁校区の栞﹂は︑コミュニティ協議会

レーム︵枠︶をクリックするとそれぞ

アクセス方法は次のとおりです︒

26

9

枚方市のなかでも犯罪事案の少ない地

が立ち上がります︒

22

24

23

の概要説明 ( 年度 で)︑更新準備中で

24

17

ていただくようお願いします︒

また︑２ヶ月に１回開催されている自

月に

9

的なあいさつ運動などで︑不審者が校

年

11

治会長・専門組織責任者合同会議の会

員会の主導により︑平成

9

区内で行動しにくい環境づくりに努め

4

月分から掲載し

15

➀枚方市役所のトップページにアクセ
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