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7 新田  喜宜 会　　  計 元民生児童委員 藤が尾 32 平松  満江 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾

8 鎌田　武典 事 務 局 長 民生児童委員 藤が尾 33 沖原 尊佳子 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾 ◆　鎌田 武典　(民生児童委員)
9 安藤 勢津子 会 計　監 査 老人クラブ 藤が尾 34 清水　信子 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 今年の１１月で民生児童委員の任期を

10 吉見 喜代美 会 計　監 査 保  護  司 藤が尾 35 小林 由美子 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 ◆　山口 利子　(民生児童委員) 校区福祉委員長 終えますが、学童の登校子時の見守り

11 山本  博久 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾 36 三好　雄介 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾 児童に朝の声かけ見守りをしながら、 活動は続けていこうと考えています。

12 服部  敬司 元民生児童委員 藤が尾 37 中谷 千賀子 世代間交流 担当 地域ボランティア 星田北 子ども達と仲良くなり登下校時 子ども 私は以前から絵を描くことが好きで 鉛筆画を描いています、

13 服部  明子 サロン.広報担当 元民生児童委員 藤が尾 38 金子   尊 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 達から声をかけてくれます。いっも見て 是からも続けていきたいとおもいます。

14 西蔭 志穂里 サロン  担当 民生児童委員 藤が尾 39 疋田　裕子 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾 いるのに急に大きくなった様に感じ何年生

15 松本  苑子 子育て・陽だまり担当 前主任児童委員 藤が尾 40 定別當 敦子 世代間交流 担当 地域ボランティア 星田北 になったのと聞く事もあります。住民の方 ◆　西蔭 志緒里　(民生児童委員)
16 藤田　良子 世代間交流 担当 主任児童委員 藤が尾 41 横山　亮太 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ 会長 星田北 にも声かけをしています。又 子育てサロン・ 前の方の残りの任期を引き継いで、次の任期

17 金子  花子 サロン  担当 元民生児童委員 藤が尾 42 池永　良実 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ副会長 星田北 いきいきふれあいサロン・ピンポンサロン・ (３年)がもうすぐ終わるので、民生児童委員に

18 松下  良澄 サロン  担当 民生児童委員 藤が尾 43 厚地　 綾 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ副会長 藤が尾 なごみの部屋・陽だまりと地域の方々の なって早くも４年がたとうとしています。

19 森田 健太郎 世代間交流 担当 青少年指導委員 藤が尾 44 瓜田　具代 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ書記 相談室、コーヒータイムもあり 心のリフレッシュもできます。 軽い気持ちで引き受けましたが、すぐ自分の認識の甘さに気付か

20  林  良夫 世代間交流 担当 青少年指導委員 藤が尾 45 庄司　和美 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ書記 夏休み限定の寺小屋は 参加者スタッフは0歳～85歳 されました。　今日、高齢化社会の問題が様々、取り上げられるよう

21 澤田　 眞 子育て　担当 地域ボランティア 藤が尾 46 桝井 明日香 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ会計 と巾広い年令で住民なら誰もが参加でき時には指導者にも になりました。交野市でも高齢化率が進んでいます。一方では社会

22 中西  広亀 カメラ　担当 地域ボランティア 藤が尾 47 新妻　直美 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ会計 なってもらい、遊び．勉強．工作などに教え 教えられながら の価値観の多様化があり、子どもから大人まで、色々な年代がか

23 前田  稲子 子育て・陽だまり担当 地域ボランティア 藤が尾 楽しい時間を過ごしました。自分の健康に気をつけながら かえている問題に、柔軟に対処して行かねばなりません。地域で

24 畑中  泰子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 地域が明るく、楽しい、安心、安全な藤が尾を目指して取り できることは？民生児童委員にできることは？、 １委員として日々

25 新阜  和代 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 くんでいきます。 頭を悩ませながら活動しています。

◆　藤田 良子　(主任児童委員)

◆　松下 良澄　(民生児童委員) 私は０歳～１８歳までの児童とその保護者・

昨年２月から民生児童委員及び校区福祉委員 妊産婦の方の福祉を担当している児童委員です。

Ⅰ０月 輪投げ 室内あそび として活動をはじめ、１年半が経過しました。 子ども達が健やかに育っため、お母さん達が気持

１１月 手づくり 魚つり 当初、気楽に考えていた民生委員の仕事も ちが楽になり、子育てが楽しくなるようにお手伝い

しめ縄つくり ツリーの製作 赤ちゃん訪問から高齢者の見守りまで多岐に させて頂いています。又何か知りたい事や不安な

亘り大変な仕事だと痛感しています。 事があればお気軽にご連絡下さい。私達には守秘義務があるので

　１月 日帰り研修会 主な活動としては、朝の通学時に近くの 安心して下さい。ベビーちゃん訪問では市や、地域の子育てサロン

元気アップ体操・ 高齢者65才以上の一人暮らし 横断歩道で子供たちへの挨拶と声かけ。1人暮らしの高齢者 のご案内をさせて頂いてます。訪問やポスティングのみもしていま

フラワーアレンジメント お食事交流会 の見守り、赤ちゃんのいる家庭を 「子育てに関する情報を すので読んでみたいなと思われる方はお声をかけて下さい。

　３月 ハンド・ダーツ、輪投げ 知っておきたい認知度 小学生と昔あそび　(1年生) 提供することが目的」 で主任児童委員と一緒に訪問。 地域のサロンではたくさんの方が利用して頂いていますが、こんな

その他小学校の行事参加、サマーフェスティバルやピンポン 事をサロンでしたい など皆でホット一息つける場所を作って行き

ピンポンサロン 　編集後記 サロンの手伝い、防犯パトロール、自己啓発のための研修 たいと思います。私自身もベビーちゃんや子供達と接していると

令和時代になっても各地で災害が起こり、よそ事でわ無く など活動範囲は広く多いが少しでも地域の皆様のお役に 元気をもらえます。藤が尾地区がより子育てしやすい地区になる

我々も一日一日を大事にして生きたいと思います。今回 たてるよう、これからも頑張りたいと思います。 ようにしていきたいです。

の発刊が事情により遅くなり申し訳ございませんでした。
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サロン  担当

前田  明子

横田  敦子

坪上  政徳

近藤  清子

西村   朗

平松  修治

町のよろず相談 ・ なごみの部屋

第一週　木曜日

5 長谷部登喜子 地域ボランティア 藤が尾

１０月 　 小学生とグランドゴルフ(3年生)

　２月

第一週火曜日
その他の行事予定　(世代間交流・その他)

第一週　金曜日

4 畑中　 稔 藤が尾地区の校区福祉委員会が目指す　まちづくり !交野卓球連盟 藤が尾 29 世代間交流 担当 地域ボランティア 星田北

副事務長・広報担当

6 勝野　豊子 ふれあい 部長　 藤が尾 31 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾

3 大塚　弘治 藤が尾小学校校長 星田北 28 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾

2 山口 五十一
副　委　員　長

藤が尾 27 地域ボランティア 藤が尾

1 山口　利子 民生児童委員 藤が尾 26 地域ボランティア 藤が尾サロン  担当

第１５号 (4) 第１５号 (１)

  藤が尾小学校区
氏　　名 役　　職 所 属 団 体 住  所 氏　　名 役　　職 所  属  団  体 住  所

発行責任者　　　山口 利子

校区福祉委員会活動のご案内

藤が尾地区・民生児童委員、主任児童委員の紹介

地域のつながりを深め、障がい者や高齢者、だれもが生き生きと暮らせるまちづくりを目指します

３１年度・令和２年度　後半の活動予定

１２月
合同サロン

ひな飾りせいさく

1月のサロンはありません

第一週　木曜日

ピンポンサロン・陽だまり

第三週　木曜日

１２月 　 餅つき交流会　(2年生)

１１月

２月

30 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾

月
ふれあいいきいきサロン 子育てサロン



藤が尾小学校区　福祉委員会だより 令和元年10月 藤が尾小学校区　福祉委員会だより 令和元年 10月 

☆ グランドゴルフ(３年生)餅つき(２年生)昔遊び(１年生)藤小児童と

地域住民の交流で一緒に遊び一緒に給食を食べながら、たのしい　

・グランドゴルフ交流会 一日、おしゃべりの交流を行っています。

藤小３年生との交流　　 ・小学生と昔遊び
藤小グランド 藤小１年生との交流 ・餅つき交流会

藤小グランド・体育館 　藤小２年生との交流

・ ６５歳以上でお一人暮らしの方達と‼

　こどもの歯とお口の健康

　　 講座 お食事会とお楽しみイベント開催、

１日楽しい時間を過ごしました。

　ハンド・高次脳機能障がいについての講習会

多くの方が参加して熱心に聞いておられました。 令和元年 ８月１７日・１８日 実施

♠ 藤が尾地区「藤こ連」夏休みの朝のラジオ体操

〞藤が尾 〟寺小屋は

今年度も開催いたしました。

多くの方々のご参加有難うございました。

地域緑化運動の推進【４丁目自治会】

季節折々の花を楽しんで下さい。

毎月 第１ 木曜日に開催　　(昼 １時３０分～４時まで)

・血圧測定、健康相談、育児相談、福祉について その他いろいろ悩み事相談をお伺いいたします

相談員は看護師資格保有者・民生委員・児童委員・ 福祉関係者など。　　お気軽にお立ち寄りください

第１５号 (３)第１５号 (２)

藤が尾区老人クラブ

ふれあい いきいき サロン 世代間交流

藤小安全見守り隊

ピンポン・陽だまり サロン

町のよろず相談・なごみの部屋

ピンポン （卓球） の練習

藤が尾地区サマーフェスティバル

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file407.htm
https://www.fumira.jp/cut/syokugyo/file113.htm

