回防災フェスティバルを開催
地震に備えて真剣に訓練

７，５０４人

年３月２日（日）に開催しました。

時の対応力と、五常校区の地域の助け合いの力（共助）をアップ
フェスティバルを平成

世帯数

２，９７５世帯

る防災
す

を体験し、人命救助訓練では心臓マッ

平成２６年３月現在

消火器は狙いを定めてレバーをギュッ

しく説明していただきました。応急搬
送訓練では毛布と物干し竿を使った担
架の使い方、救助用機材取扱い訓練で
はチェーンソーを使って角材を切断す
るなどの体験をしていただきました。
また、今年は、起震車を配置し、震
度６強の揺れを体感し、地震への備え
の重要性を再確認して頂きました。
訓練終了後、参加者には非常食のア
雨上がりで、寒気がもどり、気温が

ルファー化米と備蓄水を配布しました。

振動６強を体験、想像以上の揺れです

度を下回る寒さの中、熱意を持って、
指導や説明をしてくださった消防団等
の皆様、熱心に訓練に参加していただ
いた皆様に感謝いたします。

年４月６日（日）

桜まつりのご案内

平成

時から午後３時まで

（予定）

時から午後

３時）も開催されます。

る見学会（午前

は枚方市人権政策室が主催す

定されていることから、当日

煙突は枚方市の戦争遺跡に指

ます。

ペットの入場は禁止されてい

あるため、衛生上の配慮から、

配水池は水道の重要な施設で

（通称：エントツ山）

枚 方 市 水 道局 妙 見 山配 水 池

午前
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口
人

いつ発生してもおかしくないと言われている南海トラフ地震などの災害

第
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知らせると共に１１９番通報を確実に

初期消火訓練では先ず大声で火事を

機材取扱い訓練に参加しました。

人命救助訓練、応急搬送訓練、救助用

市消防団の指導により、初期消火訓練、

等から激励を受け、枚方消防署や枚方

運動場に集合した参加者は竹内市長

ある五常小学校へ避難しました。

確認しながら、校区の第一次避難所で

者は代表者の誘導に従い、避難経路を

ごとに近くの公園などに集合した参加

したとの想定の下、自治会（管理組合）

震度６強の大地震が午前８時に発生

26

サージやＡＥＤの使い方を楽しくやさ
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依頼したうえで、水消火器での放水等
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校区の再開発 また一歩進む
ＵＲ跡地の入札実施

①Ｃ ５- ８･地区（５丁目バス停西／旧
Ｃセンター跡地）
本年１月にＵＲ都市機構はこの地区

を、二次医療を担当する救急病院建設

用地として譲渡するため、民間事業者

こちらも、３月４日に入札書が開札さ

ＵＲ都市機構提供

れましたが、結果の公表は土地譲渡契
約締結後になるとのことです。

工事等の進捗状況

①Ｃ １-ｂ地区（サービス付高齢者住宅
と診療所）

五常小学校西側の３階建てのサービ

ス付高齢者住宅の建設工事がはじまり、

パイルドライバーが建物の基礎杭を埋

め込んでいます。３棟の診療所ととも

に、本年８月の完成を目指して工事が

進められています（事業者は総合メデ

ィカル（株）
、
（株）紙谷工務店）
。工事

期間中、バス通りの道路に３カ所の出

入口、西門から道路への通路を横切る

出入口（駐車場と工事現場との連絡通

路）には、それぞれ誘導員を配置し、

通学する児童などの安全には万全を期

すこととなっています。

②（仮称）東中振宅地造成工事（斜面

緑地宅地開発）

東中振１丁目から香里ヶ丘６丁目に

かけての斜面緑地の宅地開発の事業者

（㈱サンエース、㈱フジタ道路）が地

戸の戸建

元自治会との話し合いを行っています。

斜面地約２ヘクタールを

て住宅用地として造成する大掛かりな

工事であり、周辺の道路交通にも影響
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の募集を行い、３月４日に入札書を開

札しました。
日現在、結果は発表さ

近隣地区の総合病院が応札した模様
ですが、３月

を一体で公募したことから相当規模の

た。ＵＲ都市機構は３地区４万３千㎡

て住宅用地として、Ｃ ５- ８･地区と同
時に土地譲渡募集手続きが行われまし

間の跡地）
、Ｃ ７-地区（レジデンス中
央の向かいの高台）についても、戸建

Ｃ ３-地区（四中北の高台など）
、Ｃ ４ｂ地区（大池配水池とバス道路との

②その他の跡地３か所

れていません。

10

大きな住宅開発事業となります。
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③その他の地区

協議を行ってもらいたいものです。

が予測されることから、十分な説明と
ろいろな影響が予測されます。

間にわたって工事や関連車両によるい

設が始まっていることから、今後数年

既に宅地造成が終了した、ＵＲ都市
安全安心確保のため地元自治会の皆様

コミュニティ協議会としては地域の
と協力して対処してまいります。

機構の跡地２カ所と日本育英会官舎跡

地（香里ヶ丘６丁目）も一部で住宅建

とんど祭りで冬の五常を楽しむ

五常校区の「四季を楽しむ行事」の

い、豚汁（ＰＴＡに担当していただき

が前日から竹の伐採、焼き芋、ぜんざ

ト発射の後、年男年女が点火し、とん

を披露しました。ペットボトルロケッ

卒業祝いのお餅つき

日に行いました。

恒例行事の五常小学校「卒業祝いの

お餅つき」を２月

児童からのお礼の言葉に、大人たちの

と歓声が沸き上がりました。６年生の

て、力強く（？）振り下ろすと、どっ

もたちの声に押されて先生も杵を取っ

時間の児童が集まり、興味津々。子ど

お餅つきの周りに、教室移動や休み

６臼のお餅をつきました。

指導員やＰＴＡの皆さんの協力により、

参加してくださった方々、青少年育成

ミュニティ協議会の呼びかけに応えて

朝から１斗２升のもち米を蒸し、コ

21

疲れは少し軽くなりました。
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あつあつの豚汁、ぜんざい、焼き芋の振る舞いも

回とんど祭りを平成

一つである第

ど櫓は勢い良く燃え上がりました。

24

日（日）に五常小学校運

焼き芋、ぜんざい、豚汁が振る舞わ
こちで見られました。バルーンアート

朝には、とんど櫓（やぐら）を組み上
み上げ、参加者

は今年も大人気、大人には御神酒も振

れ、これを楽しむ家族連れの姿があち
が持参したしめ

る舞われました。

げました。太い青竹の骨組みに藁を積

ました）などの準備を行い、当日の早

年１月
12

動場において開催しました。

26
各自治会等から選出された実行委員

飾りなどを付け、

櫓の竹が火の中で破裂しポンポンと
藁の燃えかすが住居に落ちるなど、近

大きな音をたて、また、舞い上がった
五常小学校和

隣の皆様にご迷惑をおかけしましたこ
地域の伝統行事を今後も続けて行き

太鼓クラブの力
き、野々村会長

たいと思いますので、皆様のご理解、

とをお詫び申し上げます。
が竹内脩枚方市

ご協力をお願いいたします。

強い演奏につづ

です。

とんど櫓が完成

燃え上がるとんど櫓（やぐら）

長のメッセージ

注目の的のお餅つき
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振る舞いに長蛇の列

斜面の上にある休憩広場

五常公園（香里ヶ丘６丁目）
タイル園路と藤棚と遊具施設

㎡です。小学校正門からすぐの公園入

西側にある細長い公園で面積は約三千

小学校の児童（五常っ子）の下校

（理事会）等の協力を得て、五常

五常っ子見守 り隊は各自治会

五常っ子見守り隊に参加を

口から奥のオープンスペースに向けて

時の安全を見守る活動を行ってい

五常小学校正門から北へ登る坂道の

年３月に改修工事が

の園路は平成

ます。依然として、児童をめぐる

事件が続発しており、下校時の見

行われました。
公園北側には藤棚が設けられ、東の

守りは地域の安全安心のためにも

重要な役割を担っています。

道路沿いには古木が連なっています。
ｍ近く上方に

できるだけ、多くの皆様に参加

西側のバス通りから

ある公園への斜面は階段状の花壇風に

原則として

時

分頃から

一人の活動は概ね一月に一回、

化したいと考えています。

していただき、見守りを維持・強
は正門前の桜が新一年生の入学を祝し

季節の花が楽しめる公園で、４月に
ブランコ、滑り台、シーソーが設置さ

五常校区の快適スポット「公園緑地」
（３）

伊加賀山公園（香里ケ丘６丁目）
斜面樹林地がつなぐ
遊具スペースと休憩広場
香里ヶ丘５丁目郵便局横の児童広場

と斜面の上にある大池配水池の横の休

憩広場と、これらの間にある斜面緑地

を合わせた一帯が面積約四千㎡の伊加

砂場とタイル園路、藤棚もあります

改修され草花が植えられています。

10
て満開に咲きます。

分頃（地点によって前後しま

分程度です。

布のビラをご参照願います）

協力をお願いいたします。（２月配

づくりのため、皆様の御理解と御

もたちが安心して下校できる環境

罪の抑止にもつながります。子ど

る事で、子どもたちは安心し、犯

通学路に児童を見守る大人がい

す）の１時間

時

16

連絡先：西田（８５２ ８-７６４）
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20

れ、郵便局帰りと思われる親子連れの
遊ぶ姿が見られます。この２カ所を結
ぶ園路が斜面緑地に設けられ、周辺に
ｍを超す樹木が多数茂り、昔の

はアカマツ、クロマツ、スギ、クスな
どの

香里丘陵を偲ぶことができます。
伊加賀山公園は面積の約８割が緑地
となっている自然の雰囲気を満喫でき
る公園です。しかし、周辺の公団住宅
が撤去された後が空地となっているこ

45

斜面の下にある遊び場

とから、昼間以外は、下部から斜面一
帯の寂しい雰囲気が残念です。

14

30

15

賀山公園です。

大池配水池横のオープンスペースに

はベンチなどの休憩施設があり、散歩

を楽しむ人が見られます。ここから約
ｍ下にある児童公園スペースには

15

10
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