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円卓会議
活動 紹介

！

円卓会議とは、地域で活動する団体が相互
に「繋がり」、「共有」、「応援」する場です
今回は、
連携
行
トなどを紹介します

バザー / ぷらっとほーむ桐ケ丘
円卓協力：民生・児童委員、やまぶき荘、長屋、郷小おやじ、日赤、介護予防

例年５月開催
今年は９月に開催
しました。 当日は、２１６名の方がいらっしゃ
いました
献品頂
地域 皆様 協力団体 皆様
ありがとうございました。次回は５月に開催を
予定しています
みんなでペタンク / 青少年桐 丘地区委員会
円卓協力：スポーツ推進委員、連合会、やまぶき荘、社協、ぷらっと、ＰＴＡ

今年で開催３回目を向えました
だれでも簡単にできるスポーツで、
子どもからシニアまで幅広い層の方々
にご参加いただいています！
２０２０東京オリンピックに向け、
スポーツを盛り上げましょう！

平成３０年９月発行
オータムフェスティバル / 桐ケ丘児童館
円卓協力：青少年、商店街、民生・児童委員、郷・赤西おやじ、やまぶき荘、社協、ＰＴＡ、ぷらっと、連合会

１０月２０日（土）桐 丘中央商店街 行
乳幼児親子から高齢者、三世代が集えるおまつり
「オータムフェスティバル」も７回目を迎えます
今年も子どもたちの発表やおやじバンドの演奏、酒田市
から産直販売、おいしい食べ物コーナーやゲームコーナー
など楽しいブースがいっぱいです。お待ちしております

みんなの夕はん処 / きりのはな
円卓協力：民生・児童委員、長屋、郷おやじ、やまぶき荘、社協

「誰でも来れる夕はん処」として奇数月の第2木曜日
に桐ケ丘東地区集会所で開催しています
大人は300円、中学生以下のお子さんは無料
（事前申し込み制）
ボランティア「きりのはな」のみなさんの愛情たっぷり
カレーを食べた後は、地域の皆様
協力 受
多世代 交流
遊
行 います

ノスタルジック New Smaile 桐ケ丘 / 桐ケ丘商店街
円卓協力：郷おやじ、長屋、やまぶき荘、社協、ＰＴＡ、青少年委員

東京オリンピックの頃のような昭和の賑わい
、桐ケ丘地区を盛り上げようと
復活
商店街
店
隣
小学校
おやじの会が共催でお祭りをしています
利 酒セットや桐ケ丘焼きそばもあります
スラックレール桐ケ丘カップも開催！
子どもも大人も全員集合*＼（^o^）／*
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円卓会議
定例会
活動 紹介
！
円卓会議とは、地域で活動する団体が相互
に「繋がり」、「共有」、「応援」する場です
今回は、
普段行
会議
活動などを紹介します

支援 必要
住民
行政 専門機関
パイプ役

桐 丘地区民生 児童委員協議会
地域の身近な相談相手

民生委員 主任児童委員 31名

毎月 第１水曜日 役員会及 定例会 実施
ています
活動報告の提出、連絡事項、協議事項、部会の報告
行 民生委員全員 共通認識 持 活動
ます
なにかお困りの事がありましたら、気軽に声をかけてください
微力
安心
生活
努

自治会長会 / 桐ケ丘地区自治会連合会（16自治会）
青少年の会長、日赤の委員長も出席し、依頼や報告をしています

毎月、第１水曜日の１８：３０から実施しています
区民
運動会 新年懇親会
行事
について話し合いをします
北区 所管課 区 新規事業 説明 来
地域の施設や事業所が桐ケ丘地区での活動を
紹介しに来たりします
昨年 ２月
防災
勉強会 行

平成３０年１１月発行
ＰＴＡ赤羽西地区会長会 / 赤羽西地区 小学校6校
北区立小学校PTA連合会は、瀧野川、王子、赤羽東、赤羽西 地区の4地区で活動しています

各小学校のPTA会長 作 会長会 は、各学校ごとの
PTA活動についての情報交換やPTA会員の親睦ソフト
ボール大会、バドミントン大会、各種研修会の開催などを
行
中でも毎年9月に桐ケ丘体育館で開催している赤羽西
地区ドッジボール大会は地域の小学生が600人以上
参加する大きなイベントとなっています

介護予防リーダー / 桐ケ丘やまぶき荘での支援活動
北区介護予防リーダー養成講座の受講者は、平成30年度で第11期生になりました

介護予防リーダーは、地域の介護予防教室や
自主グループの活動の推進やお手伝いをしています
北区 介護予防
養成講座 受講 終了後
ボランティア活動をしています
地域のみなさんが、いつまでも住み慣れた桐ケ丘地区でい
きいきと暮らしていくために、元気をつくる応援をしています

LIFE SCHOOL 桐ケ丘 こどものもり / １１月５日開園
生後５７日から就学前までの定員２０８名の認可保育園です

桐ケ丘地区の皆様に愛される子育て支援の拠点として
地域に開かれた保育園を目指します
乳児クラス(0.1.2歳)は、一人一人の発達に合わせて
大人との信頼感・安心感を育み
幼児クラス(3・4・5歳)
異年齢 混合保育を行
新しく生まれ変わるこの桐ケ丘地区で、子どもたちの社会性・
協調性を育みながら、明るく元気な地域をつくっていきます
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他人事
地域 取組

災害！
紹介
！

円卓会議とは、地域で活動する団
体が相互に「繋がり」、「共有」、
「応援」する場です
今回は、桐ケ丘地区の災害への
取り組みを紹介します

桐ケ丘地区防災運営協議会 / 自治会長会+学校+施設
自治会や学校に加え、医療、高齢福祉、障がい福祉、児童福祉の施設が参加しています

本協議会は、地域で活動している団体が知り合い、
災害をはじめとしたさまざまな局面に桐ケ丘地区の地域
全体で対処していくこと、
また
活動 対
相互理解 協力 促進を
図ることを目的として行
（協議会委員５２名）
今年
桐 丘中学校 防災倉庫 見学 災害医療
避難所運営の課題について学びました

赤十字減災セミナー / 北区赤十字奉仕団桐 丘分団
日本赤十字社 東京都支部 救護課の吉団講師にご講義いただきました

首都圏で地震が起こると、家で過ごせない避難者が
約700万人
発災当初は救援物資が十分に行 渡
電気水道などのライフラインが停止が想定され、とても
ストレスが溜
状況 続
そこで、避難所
不自由 生活から、自分自身の
身を守ることの大切
誰もが知っておきたい知識
や技術をお話しいただきました

平成３１年１月発行
防災学校 / 桐ケ丘中学校
地震や煙の体験、応急救護、初期消火等の体験学習などを実際に体験します

災害時に地域の貴重な担い手となることが期待される
中学生を対象に
防災 関
基本的 知識 技術 習得
機会 設け
災害時に地域の一員として、また将来的には地域の防災
リーダーとして活動できるように
「区が教育委員会と連携して学校教育の中で実施している
防災教育・防災事業」です

福祉避難所開設運営訓練 / 桐ケ丘やまぶき荘
福祉避難所は、一般避難所での生活が適応困難な要援護者のための避難所です

11月14日（水）北区 初！！福祉避難所開設運営
訓練を桐ケ丘やまぶき荘で行
介護が必要な方を対象とした避難所を開設し、
」 組 立
実際に「段ボールベッド」や「簡易
から「避難者の受け入れ」
行いました
地域の方にも見学 来
多 気
発見
りました。災害時には、福祉避難所としての役割を果たせる
よう、今回の経験を活かしていきます

来 ！見 ！体験 防災公園 / 桐ケ丘児童館
楽しみながら、日頃からどんな備えをすればよいか？家族で考えるきっかけ作りに！

地域 方々 交流 深
顔見知 増
見守 活動 進
安全・安心のネットワーク
子育てしやすい街づくりを目指しています
桐 丘中学生
災害時 役立 乳幼児用 液体
など盛りだくさんです

民生児童委員
紹介
消防車 綱引
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桐 丘地域振興室
取 組
紹介

円卓会議とは、地域で活動する団体
が相互に「繋がり」、「共有」、「応援」
する場です
今回
北区役所 桐 丘地域振
興室の役割等についてご紹介します

！

旧出張所の再編 /
地域の要望で、平成16年度から現在の旧桐ケ丘児童館の場所に変更になりました

旧出張所は、昭和２２年に区内１３か所が設置され、
昭和４０年代 人口急増期
６ 所 設置
て、１９か所となりました
その後 人口減少 厳
財政状況 中
効率的
な窓口サービスの提供が求められ、平成１３年４月 窓
口機能
機能 分離
出張所 再編 行
われ、地域振興室が新設されました

地域振興室とは /
地域のきずな推進は、区政の最重要課題と位置づけられています

桐ケ丘地域振興室は、自治会 連合会 北区青
少年地区委員会 北区赤十字奉仕団分団（
わゆる三団体）の活動の支援、ボランティア団体へ
の会議室及び活動コーナーの貸出、区と地域の連
携 推進 行
地域のきずなづくり推進に向けた取組みとして、同じ
桐ケ丘地区で活動
団体同士 出会 理
解し合い、連携を深めるきっかけづくりに取り組んで
います

赤羽
台

赤羽
西

桐ケ丘
地区
桐ケ
丘

赤羽
北

平成３１年４月発行
桐ケ丘地区自治会連合会 / 地域振興課
北区町会自治会連合会は、平成28年に50周年を迎えました

区内には、１８０を超える町会・自治会があり、これ
らの町会・自治会は各地域振興室を単位とした１９
地区で連合会を結成しており、桐ケ丘地区自治会連
合会はその１つです。
王子 赤羽 滝野川 ３地区 連合会 北区
全体 一
北区町会自治会連合会（北自
連）があり、東京都には都町連があります

北区青少年桐 丘地区委員会 / 生涯学習・学校地域連携課
だれもがイキイキと活躍できるダイバーシティを目指しています

戦後 社会混乱 中 青少年 非行 増加 不
良化 社会問題 なりました。都 青少年 健全
育成を進めるため、地区委員会の基準をつくり、地域
で子どもを育てる活動を推進したのが始まりです
現在は、次代を担う子どもたちが心身ともに健やかに
育つよう、自治会やPTAなど地域の方々によって、明
るく安全な地域づくりをしています
→

平成19年

北区赤十字奉仕団桐 丘分団 / 地域振興課
北区赤十字奉仕団は、平成31年に70周年を迎えます

北区長
募金活動 協力

北区赤十字奉仕団

奉仕活動

5月 日赤募金
災害救助
日赤 活動 資金
10月 赤 羽根共同募金
福祉施設 応援
資金
12月 歳末
募金
紙
支給 車
貸し出しなどの福祉活動に使われます
団員 皆様 集

地域 寄付

北区 良

使

