（大阪府）

平成 24 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
市町村名
区

青 少 年 行 政 政策企画部青少年・地域安全室
主管課(室)名 青少年課

大阪府
分

内

容

備

考

１ 大会等
・オレンジリボンキャンペーンオープニング ４（１）ウ
（大阪府、大阪市、堺市、枚方
イベント（大阪府、大阪市、堺市）
市、島本町、茨木市、高槻市、
開催日：１１月１日
大東市、東大阪市、門真市、柏
場 所：大阪ステーションシティノースゲ
原市、八尾市、藤井寺市、羽曳
ートビルディング２階「アトリウ
野市、河内長野市、高石市、岸
ム広場」
和田市、貝塚市、太子町）
出席者：大阪府・大阪市・堺市の代表者、
矢野燿大 ４名
内 容：児童虐待防止月間開会宣言、トー
クショー、泣いてるキティ出演
・恵畑ゆう＆秋山桃子ファミリーコンサート
（大阪府）
開催日：１１月１０日（２ステージ）
場 所：千里中央１階「セルシー広場」
内 容：子育て中の親子向けファミリーコ
ンサート。親子で一緒に参加でき
る歌とダンスのステージショー
を実施
・子ども会親善スポーツ大会
４（１）エ（イ）①
（東成区子供会育成連合協議会）
日時：１１月４日（日）
午前９時から午後３時３０分
場所：体制小学校
内容：親善スポーツ大会の参加者を対象に
大阪府警が、
「防犯教室」を行った。
・2012 こどもカーニバル（大阪市コミュニ ４（１）ア②、エ（イ）
ティ協会東成区支部協議会）
③
日時：１１月２４・２５日（土・日）
午前１０時から午後４時
場所：東成区民センター
内容：楽器演奏等体験参加型のイベント
や子どもの自転車マナー・防犯
啓発、働く車（市バス・青パト）
の展示など
・青少年健全育成旭区民大会、青少年健全育 ４（１）ア、ウ及びエ（エ）
成講演会（大阪市旭区）
開催日：１１月２５日
場 所：旭区民センター
出席者：４００人
内 容：大会宣言
旭警察生活安全課長からの報告
中学校による合唱
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講演：講師 前川 裕美
テーマ「～ともに生きる未来へ～
夢見る力を信じて 」
・城東区ＳＡＲＵＧＡＫＵ祭～こどももおと ４（１）ア
なも全員集合～（大阪市城東区）
開催日：１１月１０日（土）
場 所：城東区民ホール
城東商店街
東中浜公園（グラウンド）
参加人数：約 3500 人
内 容：各種青少年団体、地域団体等によ
る演舞披露
・青少年育成推進大会（大阪市住之江区）
４（１）ア
開催日：１１月２０日（火）
場 所：住之江区民ホール
出席人数：１５０人
内 容：報告
報告者：住之江警察署 生活安全課長
森﨑 英志
テーマ：住之江区内の少年非行の現状につ
いて
内 容：講演
講 師：奈良少年刑務所 教育専門官
竹下 三隆（臨床心理士）
テーマ：こどもたちのＳＯＳが届いていま
すか？・・・
・こども 110 番のいえ促進フェスタ 2012
（大阪市平野区）
開催日：１０月２８日（月）
場 所：平野区民センター
内 容：キッズダンスカーニバル
参加人数：５００名

４（１）エ

・北河内地区子ども・若者育成支援強調月 ４（１）ア、イ（２）イ
間記念行事（枚方市、大東市）
開催日：１１月２４日（土）午後２時～
場 所：大東市立総合文化センター
多目的小ホール
出席者：北河内各市青少年育成関係者等１
７０人、事務局等
内 容：青少年育成功労者表彰
育成支援のための講演会
講師：おおいた観光特使
矢野大和氏
テーマ：
「笑って元気～生きる力
を考えてみよう～」
・平成２４年度島本町青少年健全育成大会 ４（１）ア
（島本町）
開催日：１１月１１日（日）
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・青少年健全育成大会等（１０月２０日～１ ４（１）ア、イ、エ
２月２日）
（茨木市）
①中学校区
市内６中学校区で講演活動、意見交換、
校区フェスタ等を実施
実施場所：各中学校
②小学校区
市内１小学校区で親子のつどいを実施
実施場所：小学校
・子ども・若者育成支援協調月間
４（１）ア
(高槻市教育委員会・高槻市青少年指導員
協議会)
日時：平成 24 年 11 月 5 日(月)
午後 6 時～午後 8 時
場所：高槻市立総合市民交流センター（ク
ロスパル高槻）８階 イベントホー
ル
内容：講演会（テーマ：
「希望をもって！
夢への挑戦！」～目標を持つこと、
あきらめないことの大切さ～）
講師：スペランツァ FC 大阪高槻
横山稔 代表
本並健治 監督
丸山桂里奈 選手
浜田遥 選手
・第２７回ブラスバンドフェスティバル
４（１）ア
(高槻市青少年指導員協議会・高槻市中学
校吹奏楽連盟)
日時：平成 24 年 12 月 8 日(土)
午後 0 時 15 分～午後 4 時 30 分
会場：高槻現代劇場大ホール
出演：高槻市中学校吹奏楽連盟加盟校(17
校)
後援：高槻市教育委員会
・こども大会
４（１）ア
（高槻市こども会連合会 主催）
日時：平成 24 年 11 月 11 日(日)
午後 1 時～午後 4 時 30 分
会場：高槻市生涯学習センター多目的ホー
ル
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会によるダンスや楽器演奏な
ど
・はばたくこども会展
（高槻市こども会連合会 主催）
日時：平成 24 年 11 月 9 日（金)
午前 10 時～午後 5 時
平成 24 年 11 月 10 日（土)
午前 10 時～午後 5 時
平成 24 年 11 月 11 日(日)
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４（１）ア

午前 10 時～午後 4 時
会場：高槻市生涯学習センター展示ホール
後援：高槻市教育委員会
内容：こども会で作成した作品を展示
・くすのきフォーラム（東大阪市）
４（１）ア
開催日：１１月２５日（日）
場 所：東大阪市立勤労市民センター
参加者：約７９０名
内 容：サイン（手話）シンガーソングラ
イター渡辺りえこ氏によるトー
ク＆ライブ
市民によるパフォーマンスの発
表
・門真市ＰＴＡ研究発表大会
４（１）イ、エ
（門真市ＰＴＡ協議会）
開催日：１１月１０日（土）
場 所：門真市南部市民センター
出席者：教育長、ＰＴＡ協議会会長、ＰＴ
Ａ関係者等
内 容：各委員会発表
１、母親代表委員会
２、生活指導委員会
３、人権啓発委員会
４、広報委員会
アトラクション
門真市立第四中学校吹奏楽部
学校発表
１、門真市立大和田小学校
２、門真市立上野口小学校
３、門真市立沖小学校
４、門真市立第二中学校
・青少年非行防止市民決起大会
４（１）エ
（門真市青少年育成協議会連合会）
開催日：11 月 17 日（土）
場 所：門真市南部市民センター
出席者：市長、議長・教育長、警察署長、
府議会議員、青少年健全育成関係
団体等約３００人
内 容：発表・報告
１、体験発表
２、門真市少年補導活動ネットワ
ーク活動報告
アトラクション
１、門真市立第四中学校吹奏楽部
２、大阪府警察音楽隊
・教育月間全大会（柏原市）
４（１）ア、イ
開催日：１１月１４日
場所：柏原市民文化会館（リビエホール）
出席者：市長、教育委員長、教育長、市議
会議長、府議会議員、教職員、PTA、
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各種団体等 ４００名
内容：重点活動の報告、市内中学校生徒会
代表による活動報告、幼小中一貫教
育の実績発表
・家庭教育を考える市民集会（八尾市）
４（１）ア②
開催日：平成 24 年 11 月 29 日(木)
場 所：八尾市文化会館
参加者：２７６ 名
内 容：家庭教育や青少年育成についての
講演会
テーマ：
「輝くこどもの笑顔を支える家族
の輪」～家族をつなぐカウンセリ
ング～
・青少年健全育成推進藤井寺市民大会
４（１）ア、エ
（青少年健全育成藤井寺市民会議（ユースフ
ル藤井寺）
）
開催日：11 月 10 日 午後 1 時から 3 時
場 所：藤井寺市民総合会館別館中ホール
出席者：市長、教育長、教育委員、市議会
議員、市内小・中学校長、羽曳野
警察生活安全課長、青少年育成関
係者、市民他来場者を合わせて約
400 名
内 容：＝第１部＝
・オープニングビデオ：
『元気（げ・ん・
き）の素（もと） 』上映
・大会宣言・啓発作文発表、表彰
・団体活動報告・市内大人の取組み
＝第２部＝
・藤井寺市青少年健全育成「元気に育て!
子どもたち！大人の願い!」( Armonica
trio コンサート)
・青少年健全育成推進大会
４（１）ア、イ、ウ
PTA 連絡協議会全体研修会（羽曳野市）
開催日：１１月１０日（土）
場 所：羽曳野市立生活文化情報センター
ホール M
出席者：羽曳野市青少年健全育成推進協議
会役員、羽曳野市 PTA 連絡協議会
役員、羽曳野市副市長、羽曳野市
議会副議長、羽曳野市警察署長、
市内青少年健全育成関係者
内 容：市内中学生による吹奏楽演奏、主
催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介、
大会宣言決議、講演
・青少年音楽フェスティバル（河内長野市） ４（１）ア、ウ
開催日：１１月１８日
場 所：河内長野市立市民交流センター
内 容：青少年による演奏発表
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・ウォークラリー（河内長野市）
４（１）ア、ウ
開催日：１１月２３日
（２）ア
場 所：加賀田中校区、美加の台中校区
内 容：小中学生を対象にしたクイズ形式
のウォークラリー
・親子スタンプテーリング（河内長野市）
４（１）ア、ウ
開催日：１１月１日～３０日
（２）ア
場 所：東中校区
内 容：青少年を対象にした東中校区名所
旧跡を巡るスタンプラリー
・市民スポーツカーニバル（岸和田市）
開催日：１１月３日
場 所：中央公園
内 容：スポーツ交流、世代間交流

４（１）ア、イ

・文化の日式典（岸和田市）
４（２）イ
開催日：１１月３日
場 所：文化会館
内 容：子ども・若者育成活動に貢献した
個人・団体を表彰
・第２８回少年の主張大会（貝塚市、貝塚市 ４（１）ア④
教育委員会）
開催日：１２月１日（土）
場 所：貝塚市コスモスシアター
出席者：市長、副市長、教育委員、教育長
参加者：３８０名
内 容：小学生・中学生（大阪府中学生の
主張）の代表者が日頃感じている
ことや胸に抱いている思いを発
表することにより、人と社会との
関わりについて考える契機とし、
併せて青少年の健全育成に対す
る市民の理解と関心を深める。
・講演会（太子町）
４（１）
開催日：１１月２５日
テーマ：
「元気の出る子育て講演会」～親
の目 子の芽、地域の眼～
講 師：向出佳司 氏

２ 広報啓発活動
・
「こころの再生」フェスティバル２０１２ ４（１）ア
（大阪府、大阪市、堺市、能勢
における「大人が変われば、子どもも変わ
町、箕面市、吹田市、豊中市、
る」運動の広報（大阪府）
池田市、高槻市、守口市、枚方
（青少年育成大阪府民会議）
市、摂津市、松原市、高石市、
日 時：１１月４日
四條畷市、交野市、東大阪市、
場 所：万博記念公園 お祭り広場
柏原市、八尾市、藤井寺市、羽
来場者：約５００名
曳野市、河内長野市、富田林市、
大阪狭山市、岸和田市、泉大津 ・行政広報紙及び新聞・車内広告等による広 ４（１）ウ
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市、忠岡町、貝塚市、和泉市、
報（大阪府）
泉佐野市、阪南市、熊取町、田
尻町、千早赤坂村）
・ガンバ大阪の試合のハーフタイム時にフラ
ッグベアラーがスタジアムを行進。ビッグ
ビジョンでガンバの選手による児童虐待
防止アピールビデオの放映（大阪府）
・啓発物等の配布、オレンジリボンツリーへ
の飾りつけ（大阪府）
・児童虐待防止の趣旨に賛同する「チームオ
レンジリボン」の募集（具体的には笑顔の
写真の投稿を呼びかけ、似顔絵データにし
て配信）及び似顔絵データを終結させた大
型ポスターの作成・掲示（大阪府）
・児童虐待防止月間のＣＭ放送及び新聞広告
掲載（近畿２府４県４政令指定都市の共
同）
（大阪府）
・児童虐待防止・オレンジリボンキャンペー ４（１）ウ
ン（大阪市）
期間：１１月１日～１１月３０日
○近畿６府県４政令指定都市が共同で近
畿全域へのテレビＣＭ及び新聞広告に
よる児童虐待防止啓発（大阪市）
（テレビＣＭ）
期間：１１月１日～１１月３０日
内容：１５秒ＣＭ ２パターン
（新聞広告）
内容：１１月１日朝刊（近畿全域、主要
５大紙・地方紙）
○本庁舎玄関前と東側ロビーにオブジェ
を設置
期間：１１月１日～１１月３０日
○市立保育所・幼稚園の５歳児童がオレン
ジリボンを作成し、そのリボンを街頭啓
発グッズとして使用
・区広報紙１１月号による広報
（大阪市此花区）

４（１）ア、イ、ウ、エ

・区民まつりにおける啓発ティッシュの配布 ４（２）ア
（大阪市大正区）
開催日：１０月２１日
場 所：千島グラウンド
・啓発ポスター展示（大阪市大正区）
実施期間：１１月１日～１１月３０日
場
所：大正区役所４階
・広報紙「なでしこ」による広報
（大阪市浪速区）
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４（１）ウ

・オレンジリボンキャンペーン
（１１月１日～１１月３０日）
（大阪市浪速区）
・啓発物品の配布（大阪市西淀川区）
実施日：１１月２６日（月）
場 所：ＪＲ塚本駅前
関西スーパー大和田店

４（１）エ（イ）

・区広報紙・ポスターによる広報（大阪市生 ４（１）イ③、エ（イ）
野区）
①
・広報あさひ１１月号による広報、ミニのぼ ４（１）ア
り・啓発パネル掲出、啓発ティッシュ配付、
啓発ティッシュ設置、マグネットバー配
付、パンフレット配布・設置
（大阪市旭区）
・啓発ポスターの掲出（大阪市城東区）
４（２）ア
区内大阪市営地下鉄８駅掲示板及び区役
所庁内掲示板
・こうほう「つるみ 11 月号」による広報
（大阪市鶴見区）

４（１）ア

・街頭啓発活動（大阪市鶴見区青少年指導員 ４（１）ア
連絡協議会）
たすきを着用し、区内全域でポケットティ
シュの配布及びのぼり掲出
実施期間：１１月１日～１１月３０日
・児童虐待防止への取り組み（大阪市鶴見区 ４（１）ウ
要保護児童対策地域協議会）
区役所前にて、のぼり掲出
実施期間：１１月１日～１１月３０ 日
・個別訪問型児童虐待防止啓発活動（大阪市 ４（１）ウ
鶴見区主任児童委員連絡会）
実施日：１１月２０・２６・２８・２９日
・啓発グッズ（ティッシュ）の配布
（大阪市平野区）
実施日：１１月１５日

４（１）ア

・シンナー覚せい剤等薬物濫用防止啓発事業 ４（１）エ
（堺市）
１１月中に開催される各区民まつりにお
いてブースを設けて啓発活動を行う
内容：薬物乱用キャラバンカーの手に、啓
発パネル展示、薬物標本展示、啓発
クイズの開催、啓発物品配布、啓発
ビデオ放映
日時及び場所：
○北区（北区域交流まつり）
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１１月３日（土）１０時～１６時
金岡公園野球場
クイズ参加者９８４名
○美原区（みはら区民まつり）
１１月４日（日）１０時～１５時半
美原区役所本館裏広場
クイズ参加者３１４名
○西区（西区ふれあいまつり）
１１月１０日（土）１０時～１７時
西区役所２階
クイズ参加者２４４名
○南区（南区ふれあいまつり）
１１月１１日（日）１０時～１５時半
南区役所２階
クイズ参加者２５５名
○堺区（堺区ふれあいまつり）
１１月１８日（日）１０時～１５時
堺市役所市民広場
クイズ参加者４７７名
・麻薬・覚せい剤乱用防止運動に基づく啓発 ４（１）エ
活動（堺市）
広報さかい１１月号「薬物乱用は『ダメ・
ゼッタイ』
」
横断幕、懸垂幕、EV インフォメーションの
掲出
・能勢町文化フェスティバル街頭啓発活動
４（１）ウ
（能勢町、能勢町青少年指導員協議会）
能勢町内で開催された文化フェスティバ
ルにおいて、青少年指導員協議会委員を中
心に防犯関係団体にも協力を依頼し、啓発
活動を実施した。携帯電話使用マナーに関
するチラシとチューリップの球根を配布
した。
・
「未来にはばたく青少年を地域でつながり ４（１）ア
支えましょう」チラシ配布（箕面市・箕面
市教育委員会）
・児童虐待防止にかかるポスター、リーフレ ４（１）ウ
ット、啓発物品等作成配布（箕面市、箕面
市教育委員会）
・広報紙・ホームページへの掲載、公用車へ
のマグネット掲示及び庁内外へのぼり旗
設置、オレンジリボンメッセージツリー
（タペストリー）庁舎内掲示、該当キャン
ペーン活動（４６人参加）
（箕面市、箕面市教育委員会）
・児童虐待防止啓発講演会（箕面市）
４（１）ウ
「よりよい親子の関係づくりのために」
（講
演とワークショップ）
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開催日：１１月１８日（日）
場 所：総合保健福祉センター大会議室
対象者：市民等（３０人参加）
・チラシによる啓発（吹田市教育委員会、吹 ４（１）イ②
田市青少年指導員会）
１３０００枚を作成し、自治会を通じて全
戸回覧
・啓発物品配布活動（吹田市教育委員会、吹
田市青少年指導員会）
Ａ４クリアファイル（標語入り）３７００
枚を市内各地で配布
・健全育成のぼりによる啓発（吹田市教育委
員会、吹田市青少年指導員会）
市内にのぼり（標語「親子で対話 明るい
家庭」
）を掲出
・懸垂幕による啓発（吹田市教育委員会）
市庁舎に懸垂幕を掲示
・テーマ資料の展示（豊中市）
４（１）ウ
「子どもの声がきこえていますか？～児童
虐待を中心に～」
「食べ物の絵本」
・街頭啓発、駅頭啓発で啓発物品の配布（豊 ４（１）ウ、エ
中市）
・市役所外壁に横断幕の掲出、集中管理車両 ４（１）ウ
及び清掃作業車両への啓発用マグネット
貼付、豊中市ホームページでの啓発（豊中
市）
・啓発チラシの全戸配布、市職員にオレンジ ４（１）ウ①
リボンを配布、広報誌による広報、オレン
ジリボン・キャンペーンのタペストリー、
のぼりを掲示、啓発グッズの配布（池田市）
・子ども・若者育成支援強調月間街頭キャン ４（１）ア
ペーン（高槻市教育委員会･高槻市青少年
指導員協議会）
日時：平成 24 年 11 月 1 日(木)
午前 11 時～正午
場所：JR 高槻駅、阪急高槻市駅、JR 摂津
富田駅、阪急富田駅周辺
内容：啓発ﾁﾗｼ、ﾃｨｯｼｭ等を配付(1500 部)
・ポスター掲示（高槻市教育委員会）
４（１）ア
原画：市内中学生作品
表題：
「夢・絆」
内容：月間啓発のためのポスターを市内
小･中学校及び各施設等に掲示
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・広報誌による広報（高槻市）
内容： 啓発活動等の行事の PR

４（１）ア

・広報誌による広報、懸垂幕の掲出（守口市） ４（１）エ
・ラジオによる啓発活動（FM）
（枚方市）

４（１）ア、エ

・広報誌（紙）による広報（枚方市）
掲載紙：広報ひらかた１０月号２０頁
内容：
「府条例が１０月から施行」

４（１）エ

・啓発ビラの配布（枚方市）

４（１）エ

・広報紙による広報（１１月１５日発行）
青少年指導員の活動の紹介記事を掲載
（摂津市）

４（１）ア、エ

・青少年健全育成啓発ポスターの作成
市内の小中高生から原画を募集、ポスター
を市内の広報版に掲示（摂津市）
・懸垂幕の掲示、公用車へのマグネット貼付、 ４（１）ウ
啓発パンフレット、オレンジリボンの設
置・配布、啓発ポスターの掲示（摂津市）
・市役所等での展示コーナーの設置（摂津市）
・街頭キャンペーン活動の実施（摂津市）
開催日：１０月３１日（水）
内 容：駅前や市内スーパー、商店街周辺
にてオレンジリボンや啓発リー
フレットを配布
・オレンジリボンキャンペーンイベント開催
（摂津市）
開催日：１１月１１日（日）
場 所：摂津市立コミュニティプラザ・研
修室
内 容：乳幼児・保護者を対象に、ボール
プール、絵本の読み聞かせ、オレ
ンジリボンづくりを実施
・懸垂幕の掲出（松原市）

４（１）ア

・７月号の高石市広報紙に掲載（高石市）

４（１）ア、イ

・ホームページ、広報紙への掲載、啓発品の ４（１）ア
配布（キズバンド）
（四條畷市）
・広報誌（紙）による広報、啓発ポスター及 ４（１）エ（ウ）
びチラシの配布（交野市）
・広報啓発活動（東大阪市）
４（１）イ、エ
市内駅構内、学校、施設へのポスター掲出
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学校園、施設等への啓発チラシの配布
ミニのぼりの掲出
のぼりの掲出及び啓発物品の配布
（地区青少年対策市民推進委員会）
各地区において、のぼりを掲出し、薬物乱
用防止を啓発するキズバンドを配布（主に
７月・１１月の間、各地区による）
・事業チラシ、ポスター等による広報、啓発 ４（１）イ、ウ、エ
物品を配布（柏原市）
（２）イ
・
「少年を守る日・家庭の日」街頭啓発活動
（八尾市）
実施日：１１月５日(月)
内 容：市内各駅でマスクを配布
協力者：３８６名

４（１）ウ①

・その他広報（八尾市）
市広報（紙）による広報
のぼり・ポスターの掲示

４（１）ウ①

・広報啓発活動（青少年健全育成藤井寺市民 ４（１）ア、エ
会議（ユースフル藤井寺）
）
実施日：１１月１０日
場 所：近鉄藤井寺駅前及びイオンモール
藤井寺店周辺
出席者：青少年健全育成藤井寺市民会議の
構成団体員 約３０名
内 容：上記市民大会終了後「大人が変わ
れば・子どもも変わる」をスロー
ガンに啓発物品を配布しながら
「子ども・若者育成支援」を市民
に訴えた。
その他：イベント等の会場に横断幕「大人
が変われば子どもも変わる」「声
かけて明るく育てる地域の子」を
掲示
・横断幕、のぼりによる啓発、公用車等への ４（１）ア
標語のマグネットシール貼付、啓発物品の
配布（羽曳野市）
・市広報誌による広報、啓発物品の配布、青 ４（１）ア
少年健全育成標語の募集（河内長野市）
・公用車による啓発テープでの呼びかけ（富 ４（１）ア、イ、エ
田林市）
・
『毎月５日は少年を守る日』の広報活動
４（１）エ（ア）
（大阪狭山市青少年指導員会）
実施日：平成２４年１１月５日（月）
午後２時００分～約１時間半
実施場所：大阪狭山市内全域
実施内容：市の広報車により、本市青少年
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指導員及び事務局職員が乗車
し、
『毎月５日は少年を守る日』
の啓発メッセージを放送する
とともに市内の要所を巡回し
た。
「毎月５日は少年を守る日」
の市内広報啓発活動として、毎
月実施しているが、特に１１月
の強調月間に併せて、通常より
細部に渡り、特に小学校周辺を
中心に市内各地域を巡回した。
学校や公園、住宅街などの市内
全域を巡回し、子どもの安全確
認を行うことができた。
・
「子ども・若者育成支援強調月間」街頭啓 ４（１）エ（ア）
発活動（大阪狭山市青少年指導員会）
実施日：平成２４年１１月１７日（土）
午前１０時～午後０時００分
実施場所：大阪狭山市立総合体育館（駐車
場）
実施内容：啓発物品の配布
参加者：青少年指導員(２０人)
内 容：大阪狭山市産業まつり（イベント）
内に於いて、市民に啓発物品(１，
０００個)を配布し、青少年の健
全育成の呼びかけを行った。青少
年指導員が啓発用ののぼり旗を
掲げ、啓発物品を配布した。
・虐待防止推進月間関連活動（岸和田市）
４（１）ア、ウ
「広報きしわだ」ならびに岸和田市ホーム
ページによる広報
オレンジリボン運動
・児童虐待防止推進月間により、広報紙、ポ ４（１）ウ
スター、リーフレット、児童虐待防止キャ
ンペーンによる啓発（泉大津市）
・広報誌による広報（忠岡町）

４（２）イ

・子ども・若者育成支援強調月間街頭啓発（貝 ４（１）エ（ウ）①
塚市青少年指導員連絡協議会）
開催日：１１月４日（日）
場所：オークワ貝塚小瀬店、三ツ松店
参加者：青少年指導員３３名
内容：フィルタリングで子どもを守ろ
う！・ポケットティッシュ啓発物の
配布
・
「毎月５日は少年を守る日」啓発活動（和 ４（１）ア、イ、ウ、エ
泉市）
（２）ア
内 容：市内４駅の駅前で啓発物品（市民
から募集した標語入りキズバン
ド）の配付
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参加者：青少年指導員
・中学校区毎の「地域教育協議会」による「我
がまちの子どもを育てよう」事業の展開
（和泉市）
参加者：青少年指導員ほか、学校、町会、
自治会、PTA、こども会育成連合
会等
・市立幼稚園、市立保育園の園児がオレンジ
リボンを作成し、そのリボンを啓発グッズ
として市民に配布（和泉市）
・広報に児童虐待防止月間を掲載（和泉市）
・児童虐待防止街頭キャンペーンを実施し、
啓発グッズを配布（和泉市）
・懸垂幕を庁舎壁面に１か月間取り付け（泉 ４（１）ア①イ③
佐野市）
・啓発旗を市庁舎玄関、JR・南海本線の駅前
に設置（泉佐野市）
・市絵少年指導員・警察署職員・少年補導員・
青少年課職員・教育長参加による啓発物品
の配付、広報車により啓発テープを流す
（泉佐野市）
開催場所：南海泉佐野駅前
JR 阪和線日根野駅前
・青少年健全育成月間啓発活動（阪南市）
４（１）ア、イ、ウ、エ
（阪南市青少年指導員協議会主催）
日時：１１月２３日（祝）
１７時～１８時
場所：市内各所（駅前やスーパー等）
内容：啓発グッズ（チラシおよびティッシ
ュ）の配布
・啓発物品（ポケットティッシュ）等の配付 ４（１）ウ
（熊取町、熊取町青少年指導員連絡協議会）
※「児童虐待防止推進月間」に係る街頭啓発
と合同で実施
・駅前街頭啓発時における啓発物品等の配布 ４（１）ア
（田尻町、田尻町教育委員会）
・村内の小学校・中学校参観日登校時に青少 ４（１）エ
年指導員による『あいさつ運動』を校門前
にて実施（千早赤阪村）
開催日：１１月１７日、１８日
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３ 研修会等
・大阪府中学校生徒会サミット（大阪府教育 ４（１）ア、エ
（大阪府、大阪市、堺市、箕面
委員会）
市、豊中市、池田市、島本町、
開催日：11 月 10 日（土）
柏原市、藤井寺市、河内長野市、 出席者：市町村教育委員会担当指導主事、
松原市、岸和田市、忠岡町、貝
各市町村生徒会代表生徒及び生
塚市、泉佐野市、阪南市）
徒会顧問 計 172 人
内 容：大阪府内 43 市町村の生徒会代表
生徒が集まり、自校の取組みを交
流するとともに、「生徒会の活性
化」について討議を行う。
・生徒指導対策連絡会（大阪府教育委員会） ４（１）ア、エ
開催日：11 月 19 日（水）
出席者：市町村教育委員会担当指導主事、
こども支援コーディネーター、研
究所加配教員、不登校対応専任教
員 計 200 人
内 容：本府における問題行動等の現状と
課題を共有し、児童生徒理解の具
体的な方法について協議し、実践
的な取組みの一層の充実を目指
す
・学校支援に係る連絡会（大阪府教育委員会） ４（１）ア、イ、ウ、エ
開催日：11 月 26 日（月）
出席者：社会福祉士、精神保健福祉士等
計 30 人
内 容：福祉の視点からの学校支援の在り
方や、子どもを取り巻く環境の改
善、地域との連携について情報交
換、協議を行う
・暴力行為の予防に向けた連絡会（大阪府教 ４（１）ア、エ
育委員会）
開催日：11 月 29 日（木）
出席者：臨床心理士 計 24 人
内 容：児童生徒の暴力行為予防に向けた
個別支援の際に、効果的なプログ
ラムンアドについて情報交換、協
議を行う
・児童虐待防止推進月間記念講演会（大阪市） ４（１）ウ
開催日：１１月１４日（水）
場 所：大阪市立こども文化センター
内 容：
「みんなで一緒に子育てを考える」
・青少年福祉委員研修会（大阪市）
４（１）エ
開催日：１１月８日（木）
場 所：大阪市立こども文化センター
内 容：講演「青少年の非行防止について」
・此花区青少年健全育成講演会
（大阪市此花区）
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４（１）ア、イ、ウ

開催日：１１月２０日（火）
場 所：此花区役所 ３階 講堂
参加人数：６０人
内 容：講演 社会へ出て「上手くいく子」
と「上手くいかない子」
講 師：日比野 大輔
・青少年健全育成研修会（大阪市大正区）
４（１）エ（ウ）
開催日：１１月６日
場 所：大正区コミュニティセンター
３階ホール
出席人数：約１００人
講 師：大阪市相撲連盟会長
所長 朝井 英治 氏
内 容：
「いじめと向き合う～親・地域が
子どもを支えるために～」
・子ども・若者育成支援強調月間口演会
（大阪市生野区）
開催日：１１月１日
場 所：生野区民センター
出席人数：１８０人
内 容：口演と落語
講 師：笑福亭 鶴笑
テーマ：
「家族・友だち・地域、みんな
笑ってつながろう」

４（１）イ③、エ（イ）
①

・青少年育成懇談会（大阪市旭区）
４（１）ア
実施日：１１月２日
場 所：旭区役所 会議室
出席者：４０人
内 容：講演：講師 吉見 れい
テーマ「未来を創る子ども・若者
・阿倍野区子ども会育成連合協議会
４（１）ア
６０周年記念事業こどもフェスティバル
（阿倍野区子ども会育成連合協議会）
開催日：１１月１８日（日）
場 所：阿倍野区民センター
出席人数：４００人
内 容：講演、表彰、ダンス、演技など
出 演：各校下子ども会代表者（表彰者）
ピッコロ・ソーニョ
よさこいソーラン『夢舞 ing』
パフォーマンス『小森麻似』
テーマ：
『みんなで守ろういのちと安全』
・薬物乱用防止教室（大阪市住之江区）
４（１）エ（イ）
開催日：１１月８日（木）
場 所：住吉第一中学校
出席人数：住吉第一中学校１年生１５０人
内 容：講演
講 師：保護司会
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・薬物乱用防止教室（大阪市住之江区）
開催日：１１月１３日（火）
場 所：加賀屋中学校
出席人数：加賀屋中学校１年生２２０人
内 容：講演
講 師：保護司会

４（１）エ（イ）

・保護司、中学校との連携強化研修会（大阪 ４（１）ア、エ（ウ）
市住之江区）
開催日：１１月１４日（水）
場 所：区民ホール
出席人数：６６人
内 容：講演
講 師：保護司会
・薬物乱用防止教室（大阪市住之江区）
開催日：１２月７日（金）
場 所：真住中学校
出席人数：真住中学校２年生２５０人
内 容：講演
講 師：保護司会

４（１）エ（イ）

・各区（７カ所）で青少年指導員を対象
４（１）ア
にセミナーを開催（堺市）
○堺区
日 時：１１月１３日（火）
１９時半～２１時
テーマ：中学生の現状
参加者数：４３名
○中区
日 時：１１月２７日（火）
１９時半～２１時
テーマ：中区少年非行の現状から青少年
の健全育成を考える
参加者数：３８名
○東区
日 時：１１月２０日（火）
１９時半～２１時
テーマ：青少年をとりまく環境と少年非
行の現状
参加者数：４４名
○西区
日 時：１１月２７日（火）
１９時半～２１時
テーマ：青少年の非行防止と健全育成に
ついて
参加者数：２５名
○南区
日 時：１１月２６日（月）
１９時半から２１時
テーマ：非行少年の現状について
参加者数：５４名
○北区
日 時：１１月２０日（火）
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１９時半～２１時
テーマ：子どもを伸ばす叱り方
参加者数：５３名
○美原区
日 時：１１月１５日（木）
１９時１５分～２０時１５分
テーマ：青少年の育成について
参加者数：３１名
・箕面一日ハローワーク（箕面市）
４（１）ア
開催日：１１月１５日（木）
主 催：らいとぴあ２１
場 所：らいとぴあ２１
出席者：ハローワーク池田が出張して、求
人情報の提供や相談等を行う
・社長が教える就職講座（箕面市）
４（１）ア
開催日：１１月１５日（木）
主 催：箕面市
場 所：らいとぴあ２１
出席者：若年者を中心とした就職希望の方
６名
内 容：会社選びや応募書類、面接の受け
答えなど
・子育て世代就労支援セミナー（箕面市）
４（１）ア
開催日：１１月１５日（木）
主 催：箕面市
場 所：らいとぴあ２１
出席者：子育て中で就職希望の方２名
内 容：ハローワーク子育て支援連携推進
員を招き、就労相談やアドバイス
を行う
・人権啓発連続講座「子ども虐待といじめを ４（１）ウ
考える～子どもの SOS に気づくために～」
（箕面市）
開催日：１１月２７日（火）
場 所：らいとぴあ２１
対象者：市民等
内 容：子ども虐待といじめについて講演
・豊中市児童虐待防止ネットワーク会議研修 ４（１）ウ
会（豊中市）
・
「地域で考える子どもの人権」講座
４（１）エ（エ）①
（豊中市）
①「子どもの人権について～子どもの声を
社会へ～」
②「命の輝きコンサート」と子どもの人権
シンポジウム
・平成２４年度現代的課題講演会「こどもた ４（１）
ちの未来を見つめて」
（豊中市）
ウ①、エ（エ）①
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①子どもの心と向き合うために～いじめ
を超えていく関係づくり～
②たたく“手”をやさしく包むために～ま
ずは自分を抱きしめて～
・子ども・若者をめぐる状況と自立支援を考 ４（１）ア
える講演会（豊中市）
①親が高齢化、死亡した場合のための備え
（生活維持のための自助）
②これからのキャリア教育～社会へつな
がる新しい学び～
・要保護児童対策地域協議会講演会（池田市） ４（１）ウ②
・青少年指導員協議会定例会及び主任児童員 ４（１）エ
との交流会（島本町）
開催日：１１月２０日（火）
・虐待防止研修会（柏原市）
４（１）ウ、エ及び（２）
開催日：１１月６日
ア
場 所：柏原市民文化会館（リビエホール）
出席者：柏原市要保護児童対策地域協議会
委員、教育委員会社会教育課等
４０名
・生活指導担当者会議
（柏原市生活指導研究協議会、柏原市）
開催日：１１月２８日
場 所：柏原市
出席者：市内各小中学校生活指導担当者、
教育委員会指導課指導主事等
２０人
・青少年指導員協議会役員会（柏原市）
開催日：１１月１３日
場 所：柏原市
出席者：青少年指導員協議会役員、教育委
員会社会教育課等 ３０人
・非行防止のためのパトロール
４（１）エ
（藤井寺市青少年指導員会、更生保護女性
会、藤井寺市教育委員会 他）
・市内巡回パトロール（藤井寺市、藤井寺市
教育委員会）
・
「毎月 5 日、子どもを守る日」啓発活動
（青少年指導員会、藤井寺市教育委員会生涯
学習課が広報車による巡回啓発活動）
・南河内子ども若者自立サポート支援事業
情報交換会の開催（河内長野市）
開催日：１１月２１日（水）
場 所：市民交流センター
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４（１）ア

・青少年対策会議（青少年育成関係者と生活 ４（１）ア
指導担当者の意見交換会）
（松原市）
・青少年健全育成研修会（岸和田市）
４（１）ア、イ、ウ、エ
開催日：１１月１７日
及び（２）ア
場 所：市民公民館
内 容：社会教育関係団体の研修会
正しい自転車のルールやマナー
を習得し、交通ルールについて共
通理解を図る研修
・青少年指導員協議会定例会（忠岡町）

４（１）ア

・貝塚市青少年健全育成指導者研修会
４（１）ア①
（貝塚市）
開催日：１１月１３日（火）
出席者：青指協はじめ青問協関係団体
３８名
内容：少年非行の現状と声かけ活動の実際
・青少年問題協議会講演会（泉佐野市）
４（２）ア
開催日時：１１月２０日（火）
テーマ：
「ケータイ・スマホから子どもを
守る」
講 師：大阪府消費者協会 平郡雅代
場 所：泉佐野市役所
・児童虐待防止講演会（阪南市）
４（１）ウ
（阪南市児童虐待防止ネットワーク主催）
日 時：１１月１９日（月）
１４時～１６時
テーマ：児童虐待～支援者のための支援外
来から～
場 所：阪南市立文化センター
（サラダホール）小ホール
対 象：こどもに関わっている機関の職員

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（大阪府、大阪市、能勢町、吹
田市、茨木市、守口市、枚方市、
島本町、門真市、柏原市、八尾
市、松原市、河内長野市、富田
林市、岸和田市、忠岡町、和泉
市、泉佐野市）

・夜間声かけ活動（街頭補導）
（大阪府、大 ４（１）エ
阪府警本部、大阪府教育委員会）
実施日：11 月 10 日（土）
、27 日（火）
、28
日（水）
内 容：大東市、門真市内中学校区の声か
け活動を行う
・統一指導ルーム（大阪市都島区）
実施日：１１月２５日（９コース）
参加者：青少年指導員延４１名
青少年福祉委員他延１３名
内 容：夜間巡視活動等
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４（１）エ（イ）①

・指導ルーム（大阪市都島区）
実施回数：１１月１３日・１７日・２２日
（３コース）
参加者：青少年指導員１９名
青少年福祉委員他延５名
内 容：夜間巡視活動等
・青少年指導員区内夜間巡視活動
４（１）エ（イ）①
（大阪市中央区）
実施日：１１月２５日（日）
場 所：区内７コース（７校下）
参 加：５１人（中央区青少年指導員連絡
協議会３１名・協力団体２０名）
・ＮＮＰ（なにわ・なでしこパトロール隊） ４（１）ア
結成にむけた募集（大阪市浪速区）
・青少年指導員指導ルーム夜間巡視活動
４（１）エ
（大阪市東淀川区）
実施日：１１月２５日（日）
場 所：東淀川区小・中学校下
参加人数：８４名
内 容：午後８時３０分～９時３０分頃に
かけて地域を青指、協力団体の方
で巡視する。
・
「こども１１０番の家」の旗の周知・維持 ４（１）エ（イ）①
管理の推進（生野区青少年福祉委員連絡協
議会）
・指導ルーム事業（大阪市城東区）
日 時：１１月２５日（日）
場 所：各校下

４（１）エ（ウ）

・統一かたづけ隊の活動
４（１）エ
（大阪市鶴見区青少年福祉委員連絡協議会）
区内の違法広告物の撤去
実施日：11 月 4 日
・１１月２５日(日)に青少年指導員、PTA に ４（１）ア
よる非行防止に向けた見回り活動
（大阪市阿倍野区）
・青少年非行防止パトロール（大阪市東住吉 ４（１）エ（イ）
区青少年指導員連絡協議会）
場 所：東住吉区内全域
実施日：１１月１日～３０日
参加人数：全１００人
・青色防犯パトロール
（大阪市東住吉区内各連合・区役所）
場 所：東住吉区内全域
実施日：１１月１日～３０日
実施回数：２３４回
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４（１）エ（イ）

参加人数：全５７５人
・環境浄化活動（能勢町）
４（１）エ
町内のコンビニエンスストア２店舗につ
いて、有害図書の販売方法について調査を
行った。１８歳未満の青少年への販売がで
きない旨の掲示があるかの観察や年齢確
認の方法について聞き取りを行い、適正な
販売が行われていることを確認した。
・全市一斉合同パトロール（吹田市教育委員 ４（１）エ（イ）①
会、吹田市青少年指導員会）
実施日：１１月１４日（日）を主に実施
参加者：１８０７名
内 容：地区の各種団体と協力しパトロー
ルを実施
・有害環境の浄化活動（吹田市教育委員会、 ４（１）エ（ウ）②
吹田市青少年指導員会）
青少年に有害な図書類の販売又は貸付け
を行う店舗への自粛協力依頼、社会環境実
態調査の実施
・青少年社会環境実態調査の実施、茨木市青 ４（１）エ
少年指導員用「街頭指導マニュアル（ＤＶ
Ｄ）
」自主作成（茨木市）
・小学校区別による街頭パレード（守口市） ４（１）エ
・ビデオ、有害図書類自動販売機の点検・指
導（守口市）
・街頭補導活動（枚方市）

４（１）エ

・青少年健全育成条例普及啓発活動（枚方市） ４（１）エ
・ビデオ、有害図書類自動販売機の点検・指 ４（１）エ
導（枚方市）
・有害図書類の販売方法等調査・点検（島本 ４（１）エ
町）
・いきいき・ふれあい教育事業（島本町）
「子ども安全・育成部会パトロール」
開催日：１１月２２日
・門真市少年補導活動ネットワーク活動
４（１）エ
（門真市教育委員会事務局地域教育文化課）
開催日：１１月１５日（木）
、１６日（金）
、
２４日（土）
、２８日（水）
場 所：１５日（第四中学校区、第五中学校
区）
、１６日（第三中学校区）
、２４
日（第七中学校区）、２８日（第二
中学校区）
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出席者：青少年指導員、学校関係者、協助員、
補導員、スクールガードリーダー、
大阪府、門真警察、守口少年サポー
トセンター等
内 容：校区内パトロール
・青少年指導員による各校区内パトロールの ４（１）ウ、エ
実施（柏原市）
・有害図書類の販売方法等調査・点検・指導 ４（１）ウ、エ
（柏原市）
・
「こども 110 番の家」の啓発及び、新規協 ４（１）エ（ウ）②
力の依頼（八尾市）
・有害図書取扱店及び自動販売機の設置調査 ４（１）エ（ウ）②
（八尾市）
・青色防犯パトロール（柏原市）

４（１）ウ、エ

・ビデオ、有害図書類、携帯電話取扱店の点 ４（１）エ
検（松原市）
・街頭補導活動（河内長野市）

４（１）ア

・ビデオ、有害図書類自動販売機等の点検（富 ４（１）エ
田林市青少年指導員連絡協議会）
・イレブンスリー（岸和田市）
実施日：１１月３日
場 所：市内各所
内 容：夜間街頭指導活動

４（１）エ

・青少年保護育成巡回活動（街頭補導）
（和 ４（１）エ
泉市）
参加者：青少年指導員
・青少年社会環境実態調査（和泉市）
４（１）エ
成人向け図書、DVD 等の販売、貸付を行う
店舗の調査（区分陳列、個別包装、年齢確
認の徹底を依頼）
、夜間立入制限施設（カ
ラオケボックス、ボウリング場、ゲームセ
ンター等）の調査、携帯電話事業者の店舗
所在確認
参加者
・青少年社会環境調査（泉佐野市）
４（１）エ（ウ）②
青少年指導員による図書類の販売または
貸付を行う店舗の状況確認、及び、携帯電
話店の場所確認と夜間立ち入り制限施設
の所在の確認
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５ 子ども・若者の社会参加活 ・職場体験学習（大阪府中央図書館）
４（１）ア
動
中学校（東大阪市内 5 校）縄手北、楠根、
（大阪府、大阪市、豊中市、柏
弥刀、小坂、盾津
原市、岸和田市、和泉市、泉佐
野市）
・芦原高等職業技術専門校職場実習（大阪府
中央図書館）
・龍華地下歩道落書き消し活動（大阪府）
４（１）ア
開催日：１１月２３日
場 所：八尾市龍華地下道
内 容：八尾土木事務所と連携し、少年に
よる補導壁面の落書き消し活動
を実施
・落書き消去活動
４（１）ア、
（２）イ
（長吉西部連合町会、府立長吉高等学校、建
設局平野工営所、平野警察署、平野区役所）
開催日：１０月２１日
参加人数：５０人
・中学２年生による地域職場体験（ＣＵＬ） ４（１）ア
の受け入れ（豊中市）
・地域清掃活動（柏原市）

４（１）ア

・放課後こども教室（岸和田市）
４（１）ア
開催日：水・土曜
場 所：小学校、公民館
内 容：地域住民による、安心・安全な子
どもの居場所づくり
・公民館まつり（岸和田市）
４（１）ア
開催日：土・日曜
内 容：公民館を拠点とした、各種教室や
講座等の発表と交流
・中学生の「職場体験学習」支援（和泉市） ４（１）ア、イ、ウ、エ
社会福祉施設でのボランティア体験支援、
地域清掃活動
参加者：青少年指導員ほか、町会・自治会、
PTA、地域教育協議会（すこやか
ネット）等
・青少年健全育成活動（泉佐野市）
４（１）ア②
青少年指導員会が主催し、市教育委員会が
後援しているハイキングを実施。市内の中
学３年生以下が対象で小学３年生以下は
保護者が同伴
開催日：１１月１８日（日）
場 所：泉佐野市日根野・上之郷から新滝
の池を歩くコース
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６ その他
・電話相談「すこやかダイヤル」推進週間
４（１）ア、イ、ウ、エ
（大阪府、大阪市、吹田市、豊
第３期（大阪府）
中市、柏原市、富田林市、泉南
実施日時：11 月５日
（月）～１１月９日（金）
市）
9 時半から 17 時半
実施場所：大阪府教育センター
実施方法：教育相談室「すこやか教育相談」
の電話 4 台、ファックス 1 台及
び電子メールにより、児童生
徒・保護者・教職員からの相談
を受ける
実施内容：いじめ・友人関係・学校生活・
その他教育に関する相談全て
・府庁本館活用事業（大阪府）
４（１）ア
大阪府立夕陽丘高等学校 音楽家コンサ
ート
開催日：１１月５日
場 所：府庁本館
出演者：大阪府立夕陽丘高校音楽科の高校
生１２０名
内 容：合唱とオーケストラの演奏
・地域若者キャリア形成支援事業の実施（大 ４（１）ア
阪府）
企業の学校への出前授業やインターンシ
ップなどの実施にかかる大学・企業（中小
企業中心）・行政のネットワーク構築のた
め、大学・企業の参加者を開拓、中小企業
において大学生のインターンシップを実
施
・学びを変える！高校生の職業意識３Ｄ化事 ４（１）ア
業の実施（大阪府）
緊急雇用創出基金事業を活用して、失業者
を「企業・学校コーディネーター」として
新規雇用。企業・学校コーディネーターが
調整役となり、高校生に対して出前授業や
企業見学を実施
・高校の就職予定者に対する労働に関する講 ４（１）ア
演（大阪府）
開催日：１１月２７日
場 所：大阪府立門真なみはや高校
参加者：就職予定者５３人及び教師
内 容：働くことの心構えや労働契約、働
くときのルール、退職と解雇など
働く上で最低限必要な知識など
・大阪レイブル１００人会議（大阪府）
４（１）ア
働きたいという意志があるものの、現在就
職に至っていない約１００人のニート状
態の若者が一堂に会し、参加者それぞれの
現状や課題等について意見交換やワーク
ショップを行い、「レイブル就労モデル」
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「働きやすい職場環境」を模索する会議を
開催
開催日：１１月２３日（金）
（勤労感謝の
日）１３時～１６時半
場 所：オーバルホール
参加者：ニートの中で働く意志を持ち行動
を起こしている若者（レイブル）
［１８～４１歳］８５人
関係機関：ＮＰＯ、府サポステ等支援団体
内 容：課題に対するグループ（５名程度）
トーク
記事掲載等：読売新聞、大阪日日新聞、Ｎ
ＨＫ、eo テレビ等
・住吉ユースコンサート
４（１）ア
（住吉区青少年指導員連絡協議会）
開催日：１１月４日（日）
場 所：住吉区民センター小ホール
参加人数：２００名
内 容：区内在住・在学・在勤の若者たち
を中心に自主運営のフォークお
よびロックのコンサートを開催。
音楽を通じて若者同士の交流を
深め、地域における青少年活動の
活性化を図った。
・スポーツ交流会（大阪市東住吉区役所・区 ４（１）ア
こども会育成連合）
場 所：白鷺公園グランド
実施日：１１月２５日
参加人数：３００人
内 容：ソフトボール大会・キックベース
ボール大会
・第２６回ヤングフェスティバル（吹田市教 ４（１）ア②
育委員会、吹田市青少年指導員会）
実施日：１１月１８日（日）
場 所：吹田市文化会館
参加者：４４７名（３９グループ）
内 容：２０歳以下の青少年が、躍動感あ
ふれるダンスや歌、様々なジャン
ルの楽器演奏を披露
・親子向け行事の開催（豊中市）
４（１）イ
「食育コラボ～みんなでは・は・は～」
内容：歯科衛生士の話と図書館司書による
おはなし会
・リビエールわくわくフェスタ（柏原市）
４（１）ア
開催日：１１月１８日
場所：柏原市民文化会館（リビエホール）
内容：柏原市少年少女鼓笛隊による演奏、
ダンス発表会、年代を超えたコーラ
ス等
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・柏原ふれあい広場（柏原市）
４（１）ア
開催日：１１月１８日
場 所：柏原市役所駐車場一帯
内 容：地区福祉委員会や協力団体による
各種模擬店、バザー、河内音頭等
を通じて地域交流、福祉意識の高
揚、地域活性化を図った
・ひきこもり等相談窓口の開設（富田林市） ４（１）ア
・第１８回ちびっこずもう泉南場所（泉南市） ４（１）ア
開催日：１１月４日
場 所：泉南市立体育館
参加資格：市内在住の小学１年から６年生
までの男女及び泉南市スポー
ツ少年団加入者
内 容：学年・男女別個人戦（トーナメン
ト方式）優勝・準優勝・３位を
表彰
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