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φ えび・きなこ・大根・あんこ?! φ
１２月６日(日)

午前 9 時～11 時 30 分(なくなり次第終了)、
茨田北小学校第１運動場(雨天時は講堂)で「も
もち
ちつ
つき
き大
大会
会」
を開催します。 持ち物：容器(割れない物)、お箸 を忘れずに。

§ まなぼうさい 茨田北防災訓練 §
平成 28 年 3 月 6 日(日) 茨田北防災訓練実施
大災害に備えて、高めよう防災意識、来たれ防災訓練。

目指せ、５００人参加!!

今年も早いもので残すところ一ヶ月となりました。毎年恒例となりました
「もちつき大会」を開催いたします。 お子様には、伝統文化に親しみなが
ら「もちつき」を体験して頂き、大人は
、懐かしさを感じられる時間になると思
います。又、つきたての美味しいおもち
をその場で召し上がり頂けます。ご家族
そろって楽しく伝統文化に触れてみては
いかがでしょうか。色々なおもちがあり
ますよ。たくさんの方に是非ご参加頂け
ますよう、お待ちしております!!
又、浜地車保存会＆安田地車保存会の皆
さんによる「だんじり囃子」の体験会も
あります。 お祭り好きさん、是非この
機会に体験してみてね!!

 我が町の
のルーツ

仁徳天皇と茨田北のはなし

小中学生の参加、大カンゲイ・・!!
詳しくは次号で掲載します。



大阪市の歌の中に「高津の宮」とありますが、これは第１６代仁徳天皇の
お住まいです。仁徳天皇は数々の土木工事をして、洪水を防ぎ、その一つが
「茨田(まんだ)の堤」で、茨田の地名のもとになっています。 「茨田の堤」
は、記録された日本で最も古い大規模土木工事で、約１６００年ほど前のお
話です。
その時代は、天皇が変わるたびに宮を移られていました。仁徳天皇の高津
(たかつ)の宮は粗末で雨漏りがしても修理せず、人々の暮らしを良くするま
仁徳天皇
で税金を三年間取らなかったという話が、古事記と日本書紀の古い書物に書
茨田北中学校 3 年
かれて今に伝わっています。 茨田という地名の中に昔の生活が残っていま
本間
颯 (そう)
八木 美羽 (みう)
す。また、住宅地図の中に、堤防を表す「つつみ」の名前が多いのも、いか
に堤防が大切であったかということが分かります。
仁徳天皇は、今の大阪城のすぐ北側に堀江という大きな水路をつくり、河内湖に流れ込む
淀川や大和川の水を大阪湾に排水しやすくしました。また茨田の堤を築いて、水田を開発し、
茨田(まんだ)の屯倉(みやけ)という水田と建物をつくりました。堤防だけではなく、ため池
や用水路も作り、米がたくさんとれるようにしたのです。
当時は水田の開発と古墳の築造が精力的に行われました。古墳の堀が水田の用水としても
使われました。新田の開発で人が大勢集まらなければ、巨大な古墳の建造はできません。民
のかまどに煙が立ち、豊かになった人々が喜んで古墳の造成に参加したものと思われます。
巨大な前方後円墳が次々とつくられた時代が古墳時代です。古墳時代と日本の国の始まりが
ほぼ一致します。３世紀中頃～５世紀末までに作られた巨大古墳の最大のものが、仁徳天皇
陵です。当時の古墳は、表面に石が貼ってあって、その巨大な存在が、海からも良く見えた
ことでしょう。今は木が茂っていて大きな小山のようにしか見えません。 全国の大型古墳
１０位までのうち７つの古墳が大阪にあります。
茨田はもともと枚方市から鶴見区の東半分(茨田の名のついた小学校の区域)にわたる広い
地域で、茨田郡(ごおり)と言いました。高校、中学校、小学校合わせて８つの茨田の名がつ
く学校がありますが、今残っている地名は「茨田大宮」だけです。仁徳天皇の時代に開かれ
た住吉の港は、住之江の津、墨江の津として今に伝わっています。茨田は住吉と同じくらい
古い地名で、門真南駅を茨田駅にしてもいいくらい由緒のある名前です。
仁徳天皇の仁政(素晴らしい政治)のおかげで茨田地域において先祖が安心して暮らせるよう
になり、大いに発展しました。大雀(おおさざき)の命(みこと)と言われた仁徳天皇が後に、
「仁徳」とおくり名されたのも、人々を心やすらかに、豊かに暮らせるようにしたという伝
承と実際に残っている堤や水路、水田、大きな古墳がその理由と言えるでしょう。
＜茨田北中学校校長

広告募 集

広告募 集

茨田北地区全戸(約 3,800 世帯)に配布し
ます。一枠￥５,０００ にて承ります。
掲載ご希望の方は、茨田北地域活動
協議会まで、よろしくお願い致します。

茨田北地区全戸(約 3,800 世帯)に配布し
ます。一枠￥５,０００ にて承ります。
掲載ご希望の方は、茨田北地域活動
協議会まで、よろしくお願い致します。

寺井壽男＞

茨田北小学校マンガ
クラブに依頼して投
稿して頂きました。
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 仲間をつくろう！
子育てひろば ♡･･
親子みんなで楽しくすごす広場です。
親子で仲間を作りましょう！
◆毎月第３月曜日１０時～１２時
祝日は次週月曜日、８月･１月は休み。
◆茨田北福祉会館にて、参加は無料、
０歳～就学前の子どもと保護者対象。

＜参加者の声＞
・気軽に来ることが出来てます。
・楽しく参加しています。
・同じ子育て世代の人と情報交換
出来ていいですね。
・色々と会話も出来て気分転換に
もなっています。
・子どもも色々なおもちゃや遊具
で楽しく遊べていいですね。
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 楽しさてんこ盛り～ 
茨田北福祉会館のふ
ふれ
れあ
あい
い喫
喫茶
茶では、他の催しを同時開催することも
多く、10 月 25 日(日)の「ふれあい喫茶」では、2F にて福
福祉
祉機
機器
器展
展、
外でバ
バザ
ザー
ー、1F では秋
秋祭
祭り
りの
のビ
ビデ
デオ
オ上
上映
映も行われました。

福祉機器展では、電動車いすの試乗やさまざまな機器を見て頂き、
体力測定も行われました。また、利き手が不自由になった時の為に、利き
手と反対の手でお箸を持って豆を挟む練習をして頂きました。 皆さん今
は必要ない、でも将来の為にと経験して頂きました。
バザーでは、寄附頂いて収穫した柿(1 ㎏入り１袋 100 円)も完売と
なり、たいへん賑わいました。 今回は、４つの催しの同時開催とあって、
多くの方にご参加やお手伝いを頂きまして、ありがとうございました。

おしゃべり会 ♡･･
マタニティ～６ヶ月程度の乳児対象。
保健師もいて色々相談できます。みん
なで育ちあう子育てをしましょう！
◆毎月第１水曜日１０時～１１時
祝日の場合は次週水曜日になります。
◆焼野福祉会館にて(焼野と合同開催)、
参加無料、誘いあってご参加下さい。

～ イベント リポート ～

Ŷ ヒック、かっこよかったね Ŷ
11 月７日(土)茨田北小学校にて、校下別人権学習会を開催しました。
開始時間が近づくに従い、子どもさん、保護者の方、地域の方と、たくさん
集まって頂きました。用意していた椅子では足りず急遽、皆さんにお手伝い
頂き椅子を出したくらいです。特に子どもたちの参加が多かったです。
「ヒックとドラゴン２」はヒックとドラゴンの友情と信頼で、権力者に立ち
向かい、争いのない平和な村を取り戻すヒックの活躍がたいへん素晴らしく、
上映のはじめはざわついていた会場もしだいに静かになり、みなさん真剣に
観られていました。
いろんなことを考えながら観ているの
つくれますよ～
かなぁ？ 終了後、子供たちは口々に
「良かった！」と言ってくれました。
鶴見区では、食の伝統文化継承として、味噌
みなさまのおかげで、盛大に開催でき
作り講習会が行われてきました。今は、鶴見区
ましたこと、お礼申し上げます。あり
女性会主催の味噌作り講習会として、その地域
がとうございました。
の女性会のものがお世話をしています。今年の
初回は茨田北女性会でした。以後 13 回の味噌
作りを申し込んで頂いています。鶴見区女性会
子ども見守り隊
の中では 1 番多い回数です。調理室には、味噌
作りのマニュアルが張り出されており、それに
Ａ：学校行く時、大人たちが道に立ってあいさつしてくれるようになったと思えへん？
従って進めるのですが、今日のみなさんは、毎
Ｂ：「おはよう！、いってらっしゃい！」ってうるさいな！
Ａ：うるさいって言うたらアカンやんか。 私らの安全のためにしてくれてんねんで！
回されている方々でマニュアルを見なくてもテ
Ｂ：そうなん？！ てっきり自分らのためにしてると思ってた。
キパキとスムーズに出来上がりました。
楽しそうにおしゃべりしはるし、仲良さそうやもん。
1 回 45,000 円（約 70 ㎏）と、少しお高いよ
Ａ：ほんまやな。大人が仲良くしてるのは、私ら子どもにとってもうれしいもんな。
Ｂ：それやったら、僕が学校に行くだけで地域の役にたってるってことやな。
うですが、とても美味しい！このお味噌でない
Ａ：なにブツブツ言うてんのん！ 急がな遅刻するで！
とだめだ！、とおっしゃる方が多いようです。
後日、このお味噌で美味しい粕汁が出来ました。
今年はまだ少し空きがありますので、ぜひ、
味噌作りにチャレンジしてみてください!!
女性会（田中）までご連絡お待ちしております。

◇ 絶品の粕汁

 楽しんでます！

◇



❀ 平成２６年度 茨田北小学校の学習状況調査 ❀
◇学力学習状況
子どもたちからの挨拶がうれしいですね。大人も元気をもらえます。
また、子どもたちの登校時間も以前より少し早くなったように感じます。
地域で子どもたちの安全を温かく、たくさんの目で見守りましょう！
できるだけ多くの方々のご協力を是非よろしくお願い致します。

❀ 茨田北小学校 校舎建替え工事 ❀
平成２８年４月から茨田北小学校第１運動場に新校舎の建設が始まります。
完成は平成３１年３月の予定です。 詳しい工事日程はまだ未定ですが、建設が
始まると第１運動場は使えなくなります。 新校舎完成後、プール横の西校舎と
北門すぐの東校舎の北部分が解体撤去され、中庭付近が整備される予定です。

校長 宮垣武司
学校としても日々の授業の充実と学習規律の徹底指導、一定程度問題慣れをさせてお
く事を考慮しながら、一層の学力向上に努力していかなければならないと考えていま
す。平成 27 年度にもその成果が出てきており、継続して指導・実施していきます。

◇基本的生活習慣
朝食喫食・一定時刻の起床は、全国や大阪市平均よりも低い値となっている。
スマートフォン、テレビ、ゲームに費やする時間も、全国や大阪市の平均を上回って
いる状況である。 学校においては、関係諸機関の協力も頂きながら、さらに指導を
継続していきますが、家庭・保護者の協力なしでは改善できないと考えます。

◇家庭学習
家庭における自主学習が特に少ないことが明らかになった。 学校だより等を通じて家
庭学習の定着にむけた啓発活動を行っていかなければならないと考えますが、これも
家庭での指導が重要であり、保護者の皆様にはご協力をよろしくお願い致します。

◎ 当協議会では、様々な事業にお手伝いをして頂けるボランティアさんを募集しています。一緒にやってみよう
と思って頂ける方は、右記の茨田北地域活動協議会事務局までご連絡ください。 また、ご意見・お問合わせも、
右記事務局までよろしくお願いします。 ◆茨田北ホームページ「まったきた情報プラザ」もよろしく！

☎ ０６－６９１３－８１１９
平日 10:00～12:00 13:00～16:00
Mail：matta_kita@yahoo.co.jp

