豊中らしさを創る

駅前・街角での 3 秒間の出会いを、無限大の関係に！日々の活動などはホームページで。

朝のあいさつ運動を。
私 は選 挙 前 から街 頭活動 をさ せてい
ただいておりますが、活動報告のない時
には、「おはよう ござ います 、いってらっ
しゃい」とお見送りをかねて朝のあいさ
つ運動を実施しています。

挨拶ではじまる地域づくり！

御堂筋沿線の地域で、バリアフリー
駅のエレベー タ設置、②桃山台駅の新

町、能勢町の三市二町合同防災訓練が実施されました。

去る八月二十七日、豊中市、箕面市、池田市、豊能

工 事 が進 行 しています 。① 緑 地 公 園
駅舎計画、③千里中央北新田橋の歩

た訓練でした。市役所だけでなく、府庁、自衛隊、電

午前中は、震源地を豊中市とする地震直後を想定し

② と③ について、私 のホームページ

力・ガス・通信などのインフラ会社も参加して、被害

道延長工事などが挙げられます。
でも特集を組んでいますので、ぜひご

状況の把握などがされました。

お昼休憩は、アルファ米などの非常食、非常用の府

覧 ください。工 事 期 間 中 、ご不 便 お
かけします が、ご協 力 をよろしくお

営水道水、地域団体の炊出しなどが配給されました。

Mail:office@matsuoka-akimichi.net

朝の挨拶はとても重要です。家庭で、

願いいたします。

育館はとて

FAX:06-6871-0632（後援会事務所）

地元で、職場で、その日の第一声を「お

にも様々な声をいただきます。

も暑く、見

豊中ラグビースクールコーチ
NPO 法人 JASSE 代表理事

昼食も災害時を想定されていたので、驚きでした。

「便利になってよかった。ありがとう」

学するだけ

TEL:06-7178-7785（携帯へ転送します）

いただいた声を大切にします！

「大きな木を切って環境破壊するな」

でも汗だく

養護老人ホーム組合議会議員

はよう ござ います 」にしませんか。朝 の

私は工事について、みなさんの声を

になりまし

※ご意見ご感想をお聞かせください。

真夏の体

行 政 に伝 え、様 々 な要 望 をします 。

た。平時か

行財政改革・地方分権特別委員

これらの工 事 について、私 のところ

しかし、工事を決定するわけではない

らの危機管

した。

を痛感しま

ので、感 謝 の言 葉 もお叱 りの言 葉 も

池田市長、茨木市議インターンシップ

理の大切さ

市立 しんでん幼稚園
市立 南丘小学校
市立 第九中学校
府立 北野高等学校
同志社大学法学部政治学科

甘受させていただきます。
バリアフリーは、高齢化社会のなか
で必 要 不 可 欠 な整 備 です ので、なに

文教常任委員

挨拶ができると気持ちがいいですよ。
地 域 では、大人 のボランティアが通学
路にたって、学生に挨拶を励行していま
す。このような取り組みのおかげで、挨
拶 できる子 が増 えるとともに、地 域 の
目 が働き、子どもたちの非行防 止にも
繋がっています。

みなさんもご一緒に！
マンションのオートロック化や地域コミュ
ニティの衰退により、個人が繋がる機会
が減りました。そこで、みなさんに提案

豊中市議会議員（最年少２７才）

とぞご理解ください。大きな木は、広
く根が張っているので移植は困難だそ
うです。工事後の植樹など緑化事業
についても、行 政 に対 して求 めていき
たいと思います。

みなさんの声をください！

箕面市公募委員（公共下水道）
大阪府信連職員（JA バンク大阪）

です 。よく見 かける近 所 の人 、す れ違
う 子 どもたちに挨拶 をしませんか。挨
拶 す るのは、ち ょっと 恥 ず かしいです
が、挨 拶 さ れて迷 惑 なことはありませ
ん。「小 さ なことからコツコツと」はじめ
るまちづくりを一緒にはじめていきまし

町の政治家として、偏った判断をし
ないためにも、色んな声を聞かせてい
ただきたいと思っています。

無所属/ネクスト豊中

現在

ょう。

バリアフリー社会へ。

略歴

《2007.9》

http://matsuoka-akimichi.net

松岡あきみちと、もっと市議会！

編集・発行／豊中から日本を動かす会

☆男声合唱☆

・ジプシーの歌（ドヴォルザーク）
☆独唱☆

・私は「荒城の月」を歌います。

ご参加いただける方

はご連絡ください！

☆連絡先☆

06-7178-7785

「
大阪市の歩きタバコ禁止条例」
過去三回にわたって、歩きタバコやゴミのポ
イ捨てについて取り上げてきました。今回から
次の話題へ移る予定でしたが、
「大阪市路上喫
煙の防止に関する条例」を取り上げます。
知人が御堂筋で歩きながら喫煙していると、
下図のチラシをもらったそうです。曽根崎警察
から難波高島屋までの区間を路上喫煙禁止する
という条例を周知させるために配られていたよ
うです。
チラシの表面は、御堂筋という「大阪の顔」
とも言える御堂筋の絵を全面に出した形になっ
ています。
「安心・安全で快適な生活環境を確保

中学校では、生徒会が中心となって、学校周辺

の清掃活動をしてくれています。また、保育所

や公共施設の方が周辺の道路まで清掃してくだ
さっています。

私たちがふだんの生活のなかで、できること

は町をきれいに使うことです。決められた場所

に捨てることを心がけましょう。

するため」と記されています。裏面には、英語、
韓国語、中国語の訳も載せられていて、色んな
人が集まる大阪都心部を強調しています。十月
一日から、御堂筋で路上喫煙をすると過料として
千円が徴収されるので、ご注意ください。
私は前号で「都心部は多くの人が集まってく
るので、ポイ捨てされるゴミや、歩きタバコの
被害から市民を守るために条例化しています。」
と述べました。豊中で近隣地域から人が集まり、
「豊中の顔」ともいうべき場所はどこか。豊中
市民を守り、豊中の景観を守るためなら、条例
化も検討できる選択肢かもしれません。
しかしながら、喫煙マナーやモラルの向上に努
めることが優先だと思っています。前号では「
美は
り番活動」について特集させていただきました
が、その他にも様々な活動がされています。

Q2.あなたが関心をもっていることについて、聞かせてください。その他、自由にご意見ください。

豊中市で三十年ぶりの新しい会派、ネクスト豊中のホ
ームページができました。会派所属議員の紹介、視察報
告などをさせていただいています。これからは、ホーム
ページからの情報公開をすすめ、会派の政策なども掲載
していきたいと思っています。
市民のみなさんが、最小限の負担で政治に参加していた
だけるように、ネット環境を整備いたしました。ぜひとも豊
中市議会、町の政治にご関心をもっていただきたいと思

・大阪グラフィティー

います。 http://matsuoka-akimichi.net
からご覧ください。
出勤して始業までの間、

入場料 1,000 円（全席自由席）

↑大阪市の歩きタバコ禁止条例のチラシ

松岡あきみちの活動をお知らせするだけでなく、「こんなことに
取り組んで欲しい！」「この件について調べて欲しい！」というみな
さんの声を聞いて、双方向の関係を創っていきたいと思います。ぜ
ひ、みなさんの声を聞かせてください。
以下のアンケートにお応えいただいて、切取線で切り離して街頭
で手渡していただくか、メールや FAX（表面参照）でも受け付けて
おります。ご協力をよろしくお願いします。
FAX でいただいた場合、文字不鮮明で読めないことがありますの
で、はっきりと濃く書いてください。また、連絡先をご記入いただけ
る方はたいへんありがたいのですが、文字不鮮明などでご返信でき
ない場合があります。何とぞ、ご協力くださいますよう、よろしくお
願い申し上げます。

昼休み休憩、帰宅してから
の食後や寝る前を利用して、
一日五分だけ豊中市議会、
町の政治へネット参加いた

日時 11 月 18 日（日）14 時～

才）／性別（男・女）

Q1.あなたについて教えてください。／年齢（

だけますよう、よろしくお
願いいたします。

主催 アンサンブル・リーベ

※ネクスト豊中のロゴができました→

♪コンサートのお誘い♪

