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・次世代も参加しやすい！ハイブリッド会議
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・みんなにエール～想いをこめて～合同音楽会

・対策バッチリ！待ちに待った百歳体操



• 放出地域で簡易無線機の使用訓練
を実施。

• 使用方法のレクチャーの後、複数
の場所へ分かれて電波通信の確認。

• 使用した感想や報告、有事の際に
は防災隊長からの連絡を受けられ
ることを確認。

• 大雨や暴風などの警報が出た際に
も待機するなどのルール決めも行
い、防災に対して一層強化を行い
ました。

詳細は
こちら

防災・安全
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withコロナ時代に対応した地域活動協議会の取組等をSNSでハッシュタグを

つけて投稿する「ええやん地活協！withコロナ大作戦！ハッシュタグキャンペー

ン」。地域のみなさまなどから360件以上の投稿があり（令和３年３月６日時

点）、いただきましたいくつかの取組を事例集としてまとめました。

活動の参考にしていただけますと幸いです。

簡易無線機(トランシーバー)訓練

城東区まちづくりセンター
（放出地域活動協議会）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=249465043422863&id=102680311434671
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• 鴫野小学校の子どもたちが「あいさ
つ」と「地域の好きなところ」を
テーマに標語を作成。

• 登下校時に安全を見守る〝子ども見
守り隊”への感謝や挨拶の大切さ等が
綴られ、クレオ大阪東や区役所など
に展示、その後は鴫野会館でも展
示。

• 6年生の標語は冊子にされ、地域から
卒業のお祝いとして贈られます。

詳細は
こちら

おもいやりもっとモット～ひろげようあいさつの輪～

全世帯配布！コロナ禍における避難所開設マニュアル

平野区まちづくりセンター
（平野南地域活動協議会）

詳細は
こちら

城東区まちづくりセンター
（鴫野地域活動協議会）

• 「コロナ禍における避難所開設時の流
れ 於平野南小学校」と題した導線を
記したマニュアルを作成。

• 今日、明日にもあるかもしれない災害
時の避難所開設に備えるための緊急策
として、このマニュアルを地域の全世
帯に配布。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254662586236442&id=102680311434671
https://www.facebook.com/hiranomachisen/posts/1163103477441337
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防災倉庫の備品整理

菫地域活動協議会
（城東区）

詳細は
こちら

• 地活協会長、防犯防災部会長をはじめ、
部会メンバー、女性会、女性部、PTA
など約３０名が参加し、すみれ小学校
防災倉庫の備品を整理。

• 倉庫の中の備品をすべて運び出し、リ
ストにもとづいてチェックし、期限切
れの物は処分、箱が傷んでいるものは
取り出し、きれいに拭いてから袋に納
め、新たに３階の教室横の倉庫には水
害で濡れては困る物を納めました。

• 野田地域活動協議会では、通行者やド
ライバーに子どもの飛び出しを啓発で
きないか？との思いから区役所や警察
署に協力を呼びかけ、「あぶない・と
びだし」の電柱幕を作成。

• 電柱幕設置には福島区住みます芸人の
月亭八織さんも参加。

• 子どもの飛び出しだけではなく、高齢
者の出合い頭事故の防止も期待されま
す。野田地域は、これからも「安心、
安全なまち」をめざします！

詳細は
こちら

あぶない・とびだし注意看板

福島区役所
（野田地域活動協議会）

https://www.facebook.com/smile.chikatsukyo/posts/3560149040763124
https://www.facebook.com/fuppykuppy/posts/3821330477950145
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• 配食型の食事サービスを実施。コロナ
禍で会館での食事提供が難しいため、
見守り活動も兼ねてお弁当を配食。

• ネットワーク委員さん１５名で約７０
軒のお宅へお届けし「元気？」「寒い
から気をつけてね」「また来月ね」な
ど、スタッフさんもみなさんの顔を見
られて安心されていました。

• 玄関先での会話もお互い気をつけなが
らになりますが、その少しの時間が今
ではとても貴重で大切な時間です。

詳細は
こちら

イベント・健康

港区まちづくりセンター
（八幡屋地域活動協議会）

お宅へお届け！食事サービス

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3813625375368049&id=464237293640224
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詳細は
こちら

対策バッチリ！待ちに待った百歳体操

生野区まちづくりセンター
（巽まちづくり協議会）

• 緊急事態宣言下で、実施するかどうか、
どのようにするか等話し合い、今まで
２回だったものを４回に分けて、２階
の和室（換気もバッチリ！）も使い、
自分の使う椅子も自分でアルコール消
毒する等、コロナ対策も万全で行いま
した。

• 待ちに待った再開で、開始時間前から
こられている方が多く、みなさん楽し
く体操されていました。

• なんでも中止ではなく、皆のためにど
うしたら開催できるのかを考えながら
実施していくことが大事です。

• クレオ大阪東ホールで合同音楽会を開
催。鴫野鼓笛隊やコスモウィンズなど
が出演。

• 鴫野鼓笛隊の6年生にとっては引退する
最後の舞台にもなり、観客にとっても
感慨深い時間となりました。

• 残念ながら出演出来なかった団体もあ
りましたが、制限のかかる中、何とか
実施出来た音楽会をみなさん楽しまれ
ました。

みんなにエール～想いをこめて～合同音楽会

詳細は
こちら

城東区まちづくりセンター
（鴫野地域活動協議会）

https://www.facebook.com/ikuno.machikyou/posts/1642718259268368
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=238177684551599&id=102680311434671


講座・会議・見守り
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生涯学習ルーム写真講座

• すみれ小学校生涯学習ルーム写真講座
の力作２３点（自然やそれを取り巻く
私たちの営みの、心洗われる写真）が、
大阪市立総合生涯学習センター（大阪
駅前第２ビル５階エントランス展示
コーナー）に展示されました。

城東区まちづくりセンター
（菫地域活動協議会）

詳細は
こちら

• 地域と学校の取り組みとして、鴫野地
域活動協議会の山形会長が鴫野小学校
にお話しに行かれるのは今年で6年目。
子どもたちにとって、教科書だけでは
分からない当時の様子を聞くことは貴
重な体験。

• 「鴫野の歴史」鴫野には昔、８つの橋
があったことや、鴫野会館の辺りには
昔は川が流れていて、その川を町民み
んなで埋め立てたことなどについての
お話でした。

• 「大阪市の歴史」初代の大阪駅は明治
時代に建てられ、現在は5代目。たく
さんの写真や書物などの資料、万博に
実際に行かれた会長の体験などについ
てお話しされました。

詳細は
こちら

教科書だけでは分からない地域の歴史授業

城東区まちづくりセンター
（鴫野地域活動協議会）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=244327247269976&id=102680311434671
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=250931479942886&id=102680311434671


7

困ったことはありませんか？ポスト投函見守り

詳細は
こちら

茨田北地域活動協議会
（鶴見区）

• ｢ポスト投函見守り」の準備作業。
昨年9月より実施したところ｢話を
聞いてほしい」と言うお返事があ
りお伺いし喜んでいただきました。
｢元気です」とのお返事もたくさ
んいただきました。それから半年、
コロナも収まらず２回目の実施。

• 見守り名簿ご加入の方も100名で
したが、敬老の日のお祝い品配布
に見守り希望の案内を同封しまし
たところ140名に増加。今回は非
常事態宣言中につき、郵送となり
ました。

• 会場に集まる方と、その他自宅な
どからオンラインで参加する方の
両方で会議をするハイブリッド型
で定例会を実施。

• 筋原区長にもオンラインでご参加
いただき、意見交換を実施。三密
を防ぐだけでなく、オンラインだ
からこそ参加できるという次世代
の会議スタイル。

次世代も参加しやすい！ハイブリッド会議

港区まちづくりセンター
（NPO法人南市岡地域
活動協議会）

詳細は
こちら

https://www.facebook.com/MattaKitaInfo/posts/3993707340689119
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3836324146431505&id=464237293640224


SNSへの

アカウント

登録

ハッシュタグ

検索

SNSの検索窓で「＃ええやん地活協」もしくは
「＃地活協withコロナ大作戦」と入力して検索。

→ 地活協の取組を一覧で見ることができます！

① 投稿のテーマ（ハッシュタグ）を選ぶ

・感染防止対策やコロナ禍による課題への対応

→ハッシュタグ『＃地活協withコロナ大作戦』

・地域活動全般

→ハッシュタグ『＃ええやん地活協』

② SNSで投稿

ハッシュタグを

つけて投稿

② SNS以外で投稿

区役所・まちセンに申込

（メール、FAX、窓口など）

投稿方法

0 50 100 150 200 250 300

Facebook

Instagram

Twitter

ハッシュタグ投稿数（令和３年3月6日時点）

各25件程度 310件程度

［お問い合わせ］ 各区役所市民協働担当課・まちづくりセンター

今年度の投稿に
ハッシュタグ
追記でもOK！


