
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 実施日 時間 場所等 

旭区民まつり ８月３１日（土） 12:00～21:00 旭区民センター・旭公園グラウンド 

旭区民文化のつどい 1月 25日・26日 10:00～ のど自慢大会 1/25・作品展 1/26 

こども文化祭 2月 2日（日） 12:00～16:00 旭区民センター大ホール 

こどもカーニバル １月１９日（日） 13:30～16:30 旭区民センター大・小ホール 

COMネットあさひ 7月・11月・2月 年 3回発行 5,000部発行（町会班回覧） 

区民ギャラリー 通年 ２週間単位で貸出 旭区役所 1階ロビー 
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４月から旭区民センターの管理

者が変わりました。 

当協会が管理時の永らくのご利

用誠に有難うございました。 

○４月から一般財団法人に移行

しました。 

主催： 旭区視聴覚教育協議会

旭区視協のホームページ
http://asahikusikyo.web.fc2 .com/index.html

【解説】
パリ生まれの前科15犯、強奪33件、銀行強盗
2件でパリ警視庁から追われるギャング、ペ
ぺ・ル・モコは、フランスの植民地だったアル
ジェリアのカスバと呼ばれる、犯罪者達には
恰好の隠れ場に逃げ込んだ。アルジェ警察の
スリマン刑事は、彼を執拗に追い詰めるのだ
が、神出鬼没の彼は捕まらない。ある日、ペ
ペ・ル・モコは、カスバを見物に訪れた美しい
パリジェンヌ、ギャビーを一目見て、彼女の魅
力の虜になってしまう。ギャビーがパリへ帰る
日、ペペ・ル・モコは彼女を見送るために、危
険を承知の上で、カスバからスリマン刑事の
張り込む波止場に向かう。だが、嫉妬に狂っ
たペペの情婦が彼を警察に密告してしまう・・・

環境こだわり米とは

　旭昼市で大人気！たまごかけご飯にもおすすめです。

食べたらわかるこの旨さ。ぜひ1度お試しください。

　※お米とたまごは予約販売もいたします。お申し込みは係員にお声をお掛けください。
　※環境問題を考えレジ袋は用意しませんので、各自ご用意ください。

　農薬と化学肥料を半分以下にするとともに濁水の流出防止などの基準
で生産したものを滋賀県が環境こだわり農産物として認証した、環境に
も人にも安心で美味しさ保証のお米です。
※糠落とし処理済みですので軽く洗って頂くだけで大丈夫です。

　地域間交流の一環として、滋賀県高島市新旭町の「饗庭里山の会」のみなさんが、旭区
民のみなさんに琵琶湖を望む里山で作られた「環境こだわり米コシヒカリ」や「旬の朝どり野
菜・湖魚」を提供しています。

環境こだわり米コシヒカリ
5kg 2,500円（年間予約分2,400円）

ホ ッ ト コ ー ヒ ー

パ ン

ポ ッ プ コ ー ン

販売しています！

お問合せ：旭昼市運営委員会
協 力：（一財）大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会（ ℡ ６９５３‐３９０１）

旭区子ども会育成連合協議会
NPOクマノヤマネット・饗庭里山の会・合同会社あさひの郷

高島市特産たまご10個入 ４６０円

募集コース ： 水曜 午前コース（１0：００～１1：3０）

場 所 ： 旭区民センター ２階 小ホール

募集人数 ： 水曜・午前コース：30名（先着順）

期 間 ： 6月～10月（全15回）

6月5・12・19日 7月10・17・24日

8月7・14・21日 9月4・11・18日

10月2・9・16日

受講料 ： 全15回 7,500円 （１回５００円）

申込み 受講料を添えて旭区民センター内

コミュニティ事業受託者事務局

お問合せ 一財）大阪市コミュニティ協会 旭区支部協議会

☎ ６９５３－３９０１（旭区民センター内）

やさしいヨーガ教室

Fax(06)6955-1575  E-mail:asahi-center@air.ocn.ne.jp  

 

ゆう 

 

 

 

4月開催行事・講習会募集のご案内 

平成 25年度コミュニティ育成事業のご案内 

行事名 とき ところ 

第 67回区民卓球大会 4月 7日 旭スポーツセンター 

第 31回区民ゲートボール大会 4月 14日 旭公園グラウンド 

第 56回区民軟式野球大会 5月 19日 旭公園グラウンド 

 スポーツで体を動かし、 

元気な体作り。 

皆さんのご参加をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 67回 区民卓球大会 

 旭スポーツセンターにて 

61名の参加で各部リーグ戦・決勝戦をトーナメント戦で行いました。 

中学生大会は 67回目で初めて実施しました。 

第 31回 区民ゲートボール大会 

 旭公園グラウンドにて 

参加者 70名で、10チームが参加しました。 
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区民スポーツ大会等のご案内 

 

 

５月末から旭区支部協議会の電

話番号が変わります。 

 新番号 

  ☎（06）6953-3901 

  Fax（06）6953-3902 

Fax(06)6955-1575  E-mail:asahi-center@air.ocn.ne.jp  

 

ゆう 

 

 

 

５月開催行事・講習会募集のご案内 

行事名 とき ところ 

第 30回区民ソフトボール大会 6月 2日 旭公園グラウンド 

第 62回区民ソフトテニス大会 6月 2日 旭公園グラウンド 

第 20回区民バドミントン大会 6月 2日 旭スポーツセンター 

第 3回健康体操区民大会 6月 9日 旭スポーツセンター 

第 20回区民バレーボール大会 7月 28日 旭スポーツセンター 

 スポーツで体を動かし、 

元気な体作り。皆さんのご参加をお待ちしております。 

主催：

旭区視聴覚教育協議会設立36周年記念

旭区視聴覚教育協議会

旭区視協のホームページ

それでも、君を愛している。美しく、悲しい恋物語

http://asahikusikyo.web.fc2 .com/index.html

【解説】
ハリウッドの代表的な恋愛映画として、誰からも愛さ
れつづけている作品。
舞台は第一次世界大戦下のロンドン。空襲警報が
鳴り響く"ウォータールー橋"で出会った英国将校ク
ローニンとバレエダンサーのマイラ。ふたりは瞬く間
に惹かれ合い、翌日には結婚の約束までも交わす
ほど、その恋は燃え上がった。しかし、時代は、そん
なふたりを引き裂き、クローニンは再び戦場へ。健
気に彼の帰りを待つマイラ。しかし、そんな彼女に
届いた報せはクローニンの戦死を伝えるものだっ
た.......。 環境こだわり米とは

　旭昼市で大人気！たまごかけご飯にもおすすめです。

食べたらわかるこの旨さ。ぜひ1度お試しください。

　※お米とたまごは予約販売もいたします。お申し込みは係員にお声をお掛けください。
　※環境問題を考えレジ袋は用意しませんので、各自ご用意ください。

　農薬と化学肥料を半分以下にするとともに濁水の流出防止などの基準
で生産したものを滋賀県が環境こだわり農産物として認証した、環境に
も人にも安心で美味しさ保証のお米です。
※糠落とし処理済みですので軽く洗って頂くだけで大丈夫です。

　地域間交流の一環として、滋賀県高島市新旭町の「饗庭里山の会」のみなさんが、旭区
民のみなさんに琵琶湖を望む里山で作られた「環境こだわり米コシヒカリ」や「旬の朝どり野
菜・湖魚」を提供しています。

環境こだわり米コシヒカリ
5kg 2,500円 （年間予約分2,400円）

ホ ッ ト コ ー ヒ ー

パ ン

ポ ッ プ コ ー ン

販売しています！

お問合せ：旭昼市運営委員会
協 力：（一財）大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会（ ℡ ６９５５‐１５７５）

旭区子ども会育成連合協議会
NPOクマノヤマネット・饗庭里山の会・合同会社あさひの郷

高島市特産たまご10個入 ４６０円

日　程 　５月　　１６・２３日

　６月　　６・１３・２７日

（いずれも木曜日）

午後２時～３時３０分

場　所 旭区民センター ２F 大ホール

受講料 １,５００円（５回分）

申込み ５月１６日(木)までに受講料をそえて

コミュ二ティ協会の事務所まで

主　催　 大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会

受講申込み受付中

対　象 区内にお住まいか、お勤めの方

定　員 ７０名

区民スポーツ大会結果報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 62回 区民ソフトテニス大会 

 旭公園 庭球場にて 

男子の部 4リーグ 26名 

女子の部 1リーグ 12名の参加がありました。 

第 3０回 区民ソフトボール大会 

 旭公園グラウンドにて 

小学生 8チーム 

男子 28チーム、女子 7チームの試合が行われました。 

第２０回 区民バドミントン大会 

 旭スポーツセンターにて 

ランク別の団体戦として開催。 

Aランクの部 28名  Bランクの部 40名  C ランクの部 60名 

第 3回 区民健康体操大会 

 旭スポーツセンターにて 

旭区のコミュニティトレーニングクラブの主催で開催。 

子どもから高齢者まで約 100名が参加 
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区民スポーツ大会等のご案内 

 

 
７月から旭区支部協議会のメー

ルアドレスが変わります。 

E-mail 

Asahi-komikyo@arion.ocn.ne.jp 

Fax(06)6953-3902  E-mail:asahi-center@air.ocn.ne.jp  

 

ゆう 

 

 

 

６月開催行事・講習会募集のご案内 

行事名 とき ところ 

区子ども会ソフトボール大会 8月 4日 

 8：30 

旭公園グラウンド 

第 65回区民水泳大会 8月 4日 

 9：30 

常翔学園プール 

第 16回区民日本拳法大会 8月 4日 

10：00 

旭スポーツセンター 

 

区民スポーツ大会結果報告 

旭区視聴覚教育協議会設立36周年記念

主催：旭区視聴覚教育協議会

共催：大阪市コミュニティ協会旭区支部

【解説】

父親にドイツのスパイ容疑がかけられ、売国

奴の娘と呼ばれたアリシアにFBIの捜査官デブ

リンが接近してきた。ナチの残党と思しき人物

セバスチャンが父の友人であったことから、ア

リシアにその内情を探って欲しいという依頼

だった。舞台はリオ・デ・ジャネイロに移り、アリ

シアはそこでセバスチャンの求婚に応じるが、

デブリンとの連絡も引き続き行われていた。や

がて、彼女は屋敷の酒蔵で組織の秘密を突き

止めるが、その事に気づいたセバスチャンは

……。ヒッチコック作品の中では、スリラーの要

素よりもメロドラマの色を濃くした作品。

環境こだわり米とは

　旭昼市で大人気！たまごかけご飯にもおすすめです。

食べたらわかるこの旨さ。ぜひ1度お試しください。

　※お米とたまごは予約販売もいたします。お申し込みは係員にお声をお掛けください。
　※環境問題を考えレジ袋は用意しませんので、各自ご用意ください。

　農薬と化学肥料を半分以下にするとともに濁水の流出防止などの基準
で生産したものを滋賀県が環境こだわり農産物として認証した、環境に
も人にも安心で美味しさ保証のお米です。
※糠落とし処理済みですので軽く洗って頂くだけで大丈夫です。

　地域間交流の一環として、滋賀県高島市新旭町の「饗庭里山の会」のみなさんが、旭区
民のみなさんに琵琶湖を望む里山で作られた「環境こだわり米コシヒカリ」や「旬の朝どり野
菜・湖魚」を提供しています。

環境こだわり米コシヒカリ
5kg 2,500円（年間予約分2,400円）

ホ ッ ト コ ー ヒ ー

パ ン

ポ ッ プ コ ー ン

販売しています！

お問合せ：旭昼市運営委員会
協 力：（一財）大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会（ ℡ ６９５３‐３９０１）

旭区子ども会育成連合協議会
NPOクマノヤマネット・饗庭里山の会・合同会社あさひの郷

高島市特産たまご10個入 ４６０円



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５2 回 区民マラソン大会 

 1月 19日（日） 

282名参加 

淀川河川公園にて 

10㎞（一般男）優勝：堀内 ２位：高山 ３位：森 

10㎞（一般女）優勝：占部 ２位：荒瀬 ３位：田邉 

5㎞（熟年男） 優勝:金城 2位:：垣内 3位:嶋野 

5㎞（熟年女） 優勝:福田 2位：:浜谷 3位：---- 

5㎞（一般男） 優勝:中尾 2位:：澤井 3位:上田 

5㎞（一般女） 優勝:森  2位:：石本 3位:仲山 

5㎞（小学男） 優勝:今井 2位:：池島 3位:山本 

5㎞（小学女） 優勝:山本 2位:：窪田 3位:島 

                      敬称略 

コミュニティだより 
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区民スポーツ大会等のご案内 

 

 

成人式を迎えられました皆さ

ま、おめでとうございます。 

 旭区では８３４名の皆さん

が、新成人になりました。 

 

Fax(06)6953-3902  E-mail:asahi-komikyo@arion.ocn.ne.jp  
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６月開催行事・講習会募集のご案内 

行事名 とき ところ 

第３回区民少年サッカー大会 3月 1日 

 9：00 

旭公園グラウンド 

 

区民スポーツ大会結果報告 

旭区視聴覚教育協議会設立36周年記念

主催：旭区視聴覚教育協議会   共催：大阪市ｺﾐｭﾆﾃｨ協会旭区支部協議会

旭区視協のホームページ
http://asahikusikyo.web.fc2.com/index.html

お問合せ 旭昼市運営委員会

一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 旭区支部協議会・旭区子供会育成連合協議会・

NPOクマノヤマネット・饗庭里山の会・合同会社あさひの郷
（℡695３‐３９０１）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 旭区少年サッカー大会 

 旭公園グラウンドにて 

  148名参加 ８チーム 

 優勝：大阪セントラルＦＣ 

 ２位：諏訪ＳＣ 

 ３位：太子橋ＦＣ 

行  事  名 行  事  名 

（１）コミュニティの輪を広げる事業 

  ○旭区民まつり 

（５）市民交流・生涯学習事業 

 〇各種講習会（５教室） 

  ①リズム＆ストレッチ教室 

  ②バレエ＆ストレッチ教室 

  ③ヨーガ・セラピー教室 

  ④リビング健康体操 

  ⑤シニアのためのピアノ教室 

（２）文化、芸術を親しむ事業   

○区民文化のつどい 

    ・区民のど自慢大会 

    ・区民作品展  

  〇区民音楽祭（事業支援） 

  〇区民音楽祭（事業支援） 

    ・リリオコンサート 

（６）コミュニティづくりに関する 

普及啓発 

 〇あさひちゃん普及事業 （３）スポーツ健康推進事業   

〇区民運動会 

    ・スポーツフェスティバル 

  〇各種区民大会 

    ・１８区民大会  

（７）児童・青少年育成事業 

 〇こどもカーニバル 

 〇こども文化祭 

 〇こども工作教室 

（８）コミュニティに関する情報の

収集及び提供 

 〇ホームページ運営 

（４）人が集まり交流する事業 

  〇旭昼市事業（事業支援） 

  〇笑う亭あさひ寄席（事業支援） 

  〇なつかしの名画劇場（事業支援） 

（９）コミュニティの拠点づくり 

 〇物品貸出事業 

 

 

 

 

コミュニティだより  

編集・発行 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 旭区支部協議会 

ゆう 
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平成２６年度 コミュニティ協会旭区支部協議会事業計画 ご知らせ 

 

 

平成２６年 ４月から 

コミュニティ協会のＨＰが一新

されます。 

http:/www.osakacommunity.jp/

asahi/ 

 

asahi 

 

Fax(06)6953-3902  E-mail:asahi-komikyo@air.ocn.ne.jp  

 

ゆう 

 

 

 

区民スポーツ大会結果報告 

日程等詳しくは、区広報紙、ＨＰでご確認をお願い致します。 


