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 みのでホールに南河内の青指の皆様が集い、開

催されました。 

 前半は勇川会長進行にて自己紹介やゲームで

盛り上がり、後半は班ごとに餅つきをしてつきた

てのお餅をいただきました。 

ゲームは 2 人ペアになって左手で握手をして

右手でジャンケンして勝った方が相手の左手の

甲をたたき、負けた方がそれをガードするという

ものと、おなじみ、クルクルキャッチ。頭でルー

ルは理解出来ても体の反応がついてゆかない方

がチラホラ。そこに勇川会長から「いけまっか？」

「大丈夫でっか？」と声がかかり、あちこち笑い

がおこりながら、和気あいあいと楽しんでいただ

けた様子です。 

餅つきも各市町村でもイベントに取り入れて

おられて慣れた様子で、蒸し米をこねるところか

ら率先してされる方、手早く合いの手を入れる方

がおられました。 

 その後のお餅をいただく時も各市町村の活動

などで話に花が咲き、「前のうどんの時も寄せて

もらった。今回も楽しませてもらった。」「準備、

大変だったでしょう？片付け、手伝わなくていい

の？」「楽しい時間で、あっという間に過ぎた

わ。」と、皆様笑顔で閉会しました。 

 

 つきたてのお餅を楽しんでいただけるよう、

あんこ、きなこ、砂糖醤油、海苔、大根おろし、

醤油などを用意。１番人気はあんこで、最後に

餅つきをした班の方には、足りないくらいでし

た。 

 参加者は 97 人。うち、河内長野市から 17

人で参加者をおもてなししました。 

 滝畑ふるさと文化財の森センターで、小学生 37

名の参加で行われました。 

" 作って遊んでレッツパーティー "と言う事で、 

1 日目は、工作でカリンバを作り、夜にはイルミネ

ーションで飾られた体育館で、サンタからプレゼン

ト。 

 ２日目は、レクレーションで遊び、昼食はハヤシ

ライスを作りお腹いっぱいに。 

 リーパルのメンバーは、色々工夫を凝らして、子

どもたちに楽しい思い出をリュックに詰めて、無事

元気に帰途につきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千代田バラエティーフェスタに参加 

               10 月 28 日(日) 

 昨年は台風のために中止となりました健全育成会

主催バラエティフェスタは、晴天に恵まれ、会場と

なった楠小学校には地域の方々が多数(約 1,000 人) 

ご来場くださり、終了時間まで楽しんでいました。 

 青指は模擬店に参加、綿菓子とポップコーンを販

売。 
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ほのぼのフェスタに参加 10 月 28 日（日） 

 恒例の焼きそばは、西中校区の応援を得て、今回、

700 食販売予定。 

 好天に恵まれたものの、別のドッチボール大会に

小学生が参加した為に、思いのほか人が集まりませ

んでしたが、なんとか完売できました。 

 朝早くから、お疲れ様でした。 

 

長野小学校ふれあい祭りに参加 
           11 月 10 日（土） 

 長野小学校で、今年で 4 年目のふれあい祭りがあ

り青指からは 7 名参加しました。 

滝畑でものづくり研修が行われました。参加者

37 名、午前は竹細工。上手に竹を切ることがで

きず、みなさん真剣そのもの。出来上がった作品

は、お家に飾られていることでしょう。 

午後からは、バーベキュー。寒いと言いつつ、

お腹いっぱい美味しく頂きました。 

お土産も持ち帰り、楽しい一日でした。 

 

 

 当日は、竹馬・あやとり・お手玉などの昔遊びを

事前に申し込まれた子ども 364 名と当日のスタッ

フ 95 名で、子どもと学校と地域の交流を深めて、

楽しい一日を過ごしました。 

 お疲れ様でした。 

 
楽習室「お餅つき」に協力 
         12 月 1 日・8 日（土） 

 毎年恒例の健全育成会主催の餅つきが、12 月 1

日長野小学校 349 人、8 日小山田小学校で 93 人

の親子での参加で実施されました。 

 青指からもお手伝いに 

行きました。 

 持ち慣れない杵での 

餅つきは、先生も子ども 

達も楽しい体験で、 

つきたてのお餅を頬張る 

姿は、可愛いかったです。 

 両日 子ども達の為に 

お疲れ様でした。 

楽習室「サツマイモの収穫をしよう」 
             11 月 3 日（土・祝） 

 ５月に各学校が苗を植えたところを収穫しまし

た。猛暑と大雨で出来具合が心配でしたが、例年と

同じ程度の収穫ができてホッとしました。はじめは

芋がなかなか出てきませんでしたが、スタッフが掘

り方を説明すると、次々と出てきて参加者は歓声を

上げていました。 

 収穫の終了後、スタッフが作った「芋煮」を参加

者の子どもと保護者が食し、掘った芋は家族単位で

分けて持ち帰ってもらいました。 

 参加人数は、楠小学校：子ども 13 人、保護者８

人の合計 21 人。 

 千代田小学校 

子ども 17 人、 

保護者 15 人の 

合計 32 人。 

スタッフは 10 人 

でした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高野街道まつり参加 
開催日：10 月 28 日（日） 

参加者：立ち寄り人数 約 200 名 

内 容：大日寺境内にてバルーンアート 

   風船の製作に追われた一日でした。 

 

楽習室「ドッチビー大会」 
開催日：1 月 26 日（土） 

担 当：健全育成会と青指の共催 

場 所：三日市小学校 

参加者：46 名、健全 5 名、青指７名 

内 容：健全、青指も選手として参加しリーグ戦を  

              戦いました。優勝 

              チームには、賞品 

              としてポケット 

              ティッシュを贈呈。 

              怪我無く無事終え 

              ました。 

 

 

天見小学校クリスマス会 
開催日：12 月１日（土） 

参加者：児童、幼児 70 名。東中学校吹奏楽部 

   40 名。青指スタッフ 9 名。おとな多数。 
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内 容：オープニングはサンタさんに扮した吹奏  

             楽。青指はバルーン 

             アートを担当。 

             幼児たちには 

             「リラックマ」の 

             プレゼント。 

 

 

楽習室「フロアカーリングを楽しもう」 
開催日：2 月 9 日（土） 

担 当：青少年指導員 

場 所：天見小学校 

参加者：児童 6 名、保護者 2 名、先生 2 名 

    青指 8 名 

内 容：はじめは子どものみのチームで戦い、最後 

   は参加者を 4 チームに分けて対戦。敵味方 

          関係なく大きな歓声やブー 

          イングが出るなど、本当に 

          盛り上がり、始終みんなの 

          声が体育館に響きわたって 

          いました。 

           途中、モグモグタイム(休 

          憩)にみんなでイチゴを食べ 

          ました。 

           今日、雪のちらつく天見 

          小学校の子どもたちは笑顔 

          いっぱいで、寒さも吹き飛 

          ぶ熱い戦いになりました。 

「クリーン作戦」 12 月 1 日（土） 

 西中学校の通学路を、3～5 名でチームを作り清

掃しながら約 8ｋm 歩き、収集したゴミの重さを

自己申告して申告値と実際の重さが近い順に表彰

します。今年はファミリーを含み 14 組 49 名の参

加がありました。 

 終了後はバーベキューとおにぎりで昼食、12 月

にしては暖かい天候にも恵まれ盛大に開催できま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

楽習室「クリスマスツリー」作り 
               12 月 8 日（土）  

 天野小と高向小合同でクリスマスツリーを作り

ました。参加 30 名でした。色画用紙をキッチリと

計りながら正方形を 3 種類作り、それぞれをしっ 

かり折りながら組み立てると 

画用紙とは思えないほどの 

強さで、個性あふれる飾り 

付けを楽しみました。 

 また、１月は 19 日（高 

向小）26 日（天野小）で 

楽習室として「餅つき」を 

実施しました。 

 

第 20 回「西中交流会」開催  

               ３月 22 日（金） 

 校区内施設 「関西サイクルスポーツセンター」

のご厚意により、今年も楽しく開催できました。 

 西中での合流に備え、卒業生（天野小 19 名、高

向小 28 名）47 名の参加と、リーパル４名のお世

話で親睦を深めました。 
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クイズウォーク 歴史文化体験 

開催日：１１月２３日（金・祝） 

場 所：加賀田中学校区内 

主 催：青少年健全育成会 

参加者：約７０名 

青指担当：活動支援 

楽習室「うどん作り」 

開催日：3 月 2 日（土） 

場 所：美加の台小学校 

参加者：28 人 

担 当：青少年指導員 

内 容：昨年度も好評だったうどん作りを実施しま 

   した。子ども達は、6 班に分かれ、生地作り 

   に苦戦しながらも、出来上がったうどんを美 

   味しく頂きました。 

楽習室「フロアカーリング」  

開催日：２月 9 日(土) 

場 所：南花台小学校 

担 当：青少年指導員 

参加者：児童 11 名、園児１名、保護者５名 

内 容：２月９日南花台小学校体育館で「楽習室」の 

   一環としてフロアカーリングを行いました。 

    フロアカーリングはキャスター付きの木製 

   のターゲットを的に、キャスター付きの木製の 

   フロッカーを送球し、得点を競うもので、ルー 

   ルも簡単。子どもからお年寄りまで、男女を問 

   わずだれでも手軽に楽しめるスポーツです。 

     

楽習室「餅つき体験学習」 

開催日：１２月１５日（土） 

場 所：加賀田中学校 

担 当：青少年指導員 

参加者：約１５０名 

 最初は戸惑いながらも、子どもたちで考えな   

がら送球していましたが、やがてリーダーがで   

きて来て熱気に満ちあふれていました。 

 
楽習室「いちご大福づくり」 
開催日：3 月９日(土) 

場 所：南花台小学校 

担 当：青少年指導員 

参加者：子ども５９名、大人 28 名、スタッフ８名 

内 容：春の恒例イベント「いちご大福」。  

   開催を年度初めから年度末に変えたため 

   約２年ぶりの開催でしたが、たくさんの子ど 

   も達が参加してくれました。 


