
瓜破北幼稚園

瓜破西小学校

瓜破北小学校

瓜破西中学校

　幼稚園・保育園
大阪市立瓜破北幼稚園

ポポラー大阪平野園

第二めぐむ保育園

天宗学園瓜破園

　瓜破西地域の拠点
瓜破土地改良区西会館

瓜破西地域集会所
　　  (老人憩の家)

　警察

瓜破西交番

　公園(一時避難所)
瓜破西北公園

瓜破西ヶ池公園

瓜破駒ヶ池公園

　小学校(収容避難所)
大阪市立瓜破北小学校

大阪市立瓜破西小学校

　中学校(収容避難所)
大阪市立瓜破西中学校

瓜破西地域マップ

　プール(指定水利)

　貯水槽防火水槽

　可搬式ポンプ収納庫

　救助用資器材

災害時に役立つ施設・設備

喜連瓜破駅

瓜破駒ヶ池公園

瓜破西小学校

瓜破北小学校

瓜破北幼稚園

瓜破西中学校

大 和 川

瓜破西ヶ池公園

ポポラー大阪平野園

第二めぐむ保育園

天宗学園瓜破園

瓜
破
土
地
改
良
区
西
会
館

　

(

老
人
憩
の
家)

瓜
破
西
地
域
集
会
所

瓜
破
西
交
番

瓜破西北公園

「瓜破」の地名について
 瓜破地域の歴史に関して最も著名な『舟戸録』によると、飛
鳥時代の道昭（道照）という高僧が、疫病が流行っていたこ
の地を通りかかり、お祈りしていると天神さまの像が出現し、
お堂にお祀りし瓜を二つに割ってお供えしたことで、疫病が
収まったことから、この地域が「瓜破」と呼ばれるようになっ
たとされています。なお、この天神さまを祀るお宮が瓜破天
神社とされています。
 また、『河内名所図会』によると、弘法大師がこの地を通られ
た時に、地域の人が瓜を勧めたことに由来するとされていま
す。
 このような2つの説が地名の由来としてあげられています
が、古くから瓜の産地であったことは確かなようです。

瓜破地域の歴史

地域活動協議会ってなに？
地域活動協議会は、概ね小学校区（平
野区では各連合振興町会）を基本とし
て、その地域の住民や働いている方な
どたくさんの方が幅広く参加し、話し合
い、地域課題の解決に取り組む、地域
運営の仕組みです。

町会ってなに？
町会は、一定範囲の地域とその住民を
対象とした自治組織（団体）です。地域
の住民と事務所・営業所などを有する
方で構成しています。大阪市では地域
振興会とも称しています。

町会費ってなにに使ってるの？
町会費は、町会や連合町会などのさま
ざまな費用として活用されています。
例えば、防災訓練・盆踊り・敬老会の催
し物などの経費、子ども達への防犯ベ
ル購入などに使われています。

地域活動でよくあるご質問

詳しくはホームページへ

瓜破遺跡の出土品 瓜破遺跡

http://uriwari-nishi-chikatsu.jimdo.com/瓜破地域の歴史ホームページ

瓜破西地域の地域活動
みんなで支える瓜破西地域

スマートフォン パソコン

どちら から でも
地域活動 の 情報 が
ご覧いただけます！

アクセスはこちら

瓜破西地域 の 地域活動 を 紹介するホームページ が 出来ました！！

ホームページにイベントの情報や写真をアップしています！

※本冊子に掲載しているホームページ画面は作成中のページです。実際のページと異なる場合がございます。

http://uriwari-nishi-chikatsu.jimdo.com/ホームページ
「瓜破西　地域活動」 で検索

http://www.ocec.ne.jp/yochien/kindergarden/uriwarikita/ホームページ

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e751738ホームページ

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=e751731ホームページ

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=j752728ホームページ
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発行所：瓜破西地域活動協議会・瓜破西連合振興町会・平野区役所
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世界にまで広がっている、楽
しく簡単にできる百歳体操！
大きな声で歌を歌ったり歌
体操もやっています。さぁ！
百歳まで元気に頑張りまし
ょう！

誰でも気軽に来てくださ
い！
100円で飲み物や、いろん
なお菓子・果物など用意し
ております。スタッフ一同
待ってま~す！

あなたの命を守る救急カ
プセル！さ～冷蔵庫に入れ
ておきましょう！！救急カー
ドに情報を記入、小学生か
らの力強いメッセージも入
れて「自助」「共助」で安心
な地域に。70歳以上の方
にお届けします。

瓜破西地区の子ども達の
健全育成・非行防止を目的
として、地域（町会・青指・
青福）と学校（PTA・校外）
で構成し、毎月3回の夜間
パトロールを中心に、映画
会、スポーツ大会などを開
催しています。

花見会・世代交流・クリス
マス会等、いろんな企画で
楽しいひと時♪
ふれあい員一同お待ちし
ています。

情報交換や交流の場とし
て親子で自由に遊べる場
所を提供しています。
０歳から幼稚園に入られ
るまでのお子さんが対象
です。

小学校の登下校時に、子どもたちが
事故や事件に巻き込まれることのな
いよう、地域のボランティアの皆さん
が街頭に立って見守り活動を実施し
ています。

いざという災害に対して
地域で対応するため、防
災訓練を地域と学校一体
で実施しています。地域の
小学6年生・中学生も参加
して、可搬式ポンプの使い
方等を訓練しました。

子ども達のための行事企画や、保護
者向けの研修会活動など、保護者と
教職員が繋がって活動しています。
また、同年代の子どもを持つ親同士
の交流の場をめざしています。

PTAや生涯学習関連事業の運営委員
会や実行委員会などをベースとして、
地域諸団体・諸機関、学校関係者な
どで組織し、学校や地域の情報を収
集したものを、情報誌などで広く地
域住民に発信しています。

毎年、地域全体で納涼盆
踊り大会を開催していま
す。櫓(やぐら)を中心に屋
台も多数出店され、2日間
で、子どもから大人まで幅
広い世代が15 0 0名以上
訪れる大イベントです。

９月の敬老の日に合わせ
て、地域全体で敬老会を
実施しています。70歳以
上の方を対象に、毎年、約
90 0名を超える方々が参
加する式典を開催してい
ます。

地域の子ども達の健全育
成と非行防止を目的とし
て毎年、映画会やドッヂボ
ール大会、キックベースボ
ール大会を開催していま
す。

地域の皆さんの協力の
下、パトロール車でアナウ
ンスしながら地域を巡回
します。年間を通じて地域
の安全を見守ります。
12月には地域全体で、歳
末夜警を実施しています。

地域活動紹介

子育てサロン「ワンダークラブ」ふれあい喫茶

ふれあいサロン百歳体操

社協ネットワーク

毎週火曜日　13時30分～ 不定期に開催
会場 瓜破西老人憩の家 会場 瓜破西老人憩の家ほか

会場 瓜破西老人憩の家 会場 瓜破西老人憩の家
毎週月曜日　13時00分～ 第2・4木曜日 10時30分～12時

瓜破西地区補導委員会救急カプセル

見守り隊PTA活動 はぐくみネット
学校園関係地域活動

実施校 実施校 実施校
瓜破
北幼稚園
瓜破
西小学校

瓜破
西中学校

瓜破
北小学校

瓜破
西小学校
瓜破
北小学校

瓜破
西小学校
瓜破
北小学校

瓜破西
地域活動協議会
構成団体

瓜破西連合振興町会、瓜破西地区社会福祉協議会、瓜破西地区ネットワーク委員会、瓜破西地区青少年福祉委員連絡協議会、瓜破西地区青少年指導員連絡協議会、瓜破西地区補導委員会

瓜破西小学校ＰＴＡ、瓜破北小学校ＰＴＡ、瓜破西中学校ＰＴＡ、瓜破北幼稚園ＰＴＡ、瓜破西地区民生委員・児童委員協議会、瓜破西地区体育厚生協会、瓜破西地区保護司会、生涯学習ルーム運営委員会

公立学校園紹介
瓜破北幼稚園 瓜破西小学校 瓜破北小学校 瓜破西中学校

大漁まつりだ！ドンドコドン！
年長児が運動会で和太鼓に
挑戦！笑顔いっぱいの幼稚園
に遊びに来てください。

8時30分に始まる朝の会で
は、全員が元気よく挨拶をし
て、スピーチや朝の学習に取
り組んでいます。

「豊かな心と生きる力を育む
教育活動を推進する」を教育
目標に、児童約500名が楽し
い学校生活を送っています。

「互いに認め合い、高め合う
集団」を目指し、生徒は、様々
な行事に力を合わせ真剣に
取り組んでいます。

主なイベント紹介
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