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7 新田  喜宜 会　　  計 前民生児童委員 藤が尾 32 平野  典子 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾 　子どもたちを取り巻く状況はここ数年で大きく変化しています。とりわけ情報技術の進歩は
サロン　総括
会 計　監 査

9 吉見 喜代美 会 計　監 査 保  護  司 藤が尾 34 清水　信子 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 友だちや見知らぬ人とやりとりができるという状況の中で過ごしています。

10 山本  博久 世代間交流担当 地域ボランティア 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 だからこそ、健やかに成長するためには人と人とのつながりがこれまで以上に重要になってきて

11 服部  敬司 事務局長・広報 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 いるのではないでしょうか。　学校では子どもどうしのつながり、先生とのつな

12 服部  明子 サロン.広報担当 前民生児童委員 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 がりを大切して日々の教育活動を行っています。地域のみなさまの活動により、

13 西蔭 志穂里 サロン  担当 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 学校だけでは体験できない、より豊かな人間関係を実感できる場をたくさん作っ

14 松本  苑子 子育て　担当 主任児童委員 藤が尾 39 南幸　敬一 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 ていただいていることは本当にありがたいことです。

15 鎌田　武典 世代間交流担当 民生児童委員 藤が尾 40 疋田　裕子 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾 　今年藤が尾小学校は創立 ４０周年の節目を迎えます。

16 森田 健太郎 世代間交流担当 青少年指導委員 藤が尾 41 定別當 敦子 世代間交流担当 地域ボランティア 星田北 これからも地域に愛される学校として教職員とともに力を合わせていきますので

17  林  良夫 世代間交流担当 青少年指導委員 藤が尾 42 坂本　 顕 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ 会長 藤が尾 どうぞよろしくお願い致します。

18 金子  花子 サロン  担当 元民生児童委員 藤が尾 43 山村 多喜子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ副会長 星田北

19 三浦 理三郎 事 務 局 員 地域ボランティア 藤が尾 44 内海　幸子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ副会長 星田北

20 中西  広亀 カメラ　担当 地域ボランティア 藤が尾 45 山口　恩子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ会計 藤が尾 交野市では、小学校の校区を一単位として、地域の方々が構成メンバーとなり、また主体となり、

21 前田  稲子 子育て　担当 地域ボランティア 藤が尾 46 三好 めぐみ 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ会計 星田北 地域の福祉活動を行っている団体です。　　　藤が尾小学校区の目標は
22 畑中  泰子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 47 南出 亜由利 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ書記 藤が尾 地域のつながりを深め、障がい者や高齢者、誰もがいきいきと暮らせる
23 新阜  和代 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 48 賀藤　直子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ書記 藤が尾 街づくりを目標にしています。

藤小ＰＴＡ 特に小学校との地域住民の皆さんが連携を大切にし、子ども達が安心して学べる街づくり、
地区委員長 また地域住民の「不安や寂しさ」のない安心安全な福祉の街づくりを目指しています。

25 横田  敦子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾

・ 藤が尾地区防災訓練実施 
ふれあいいきいきサロン （日） 参加人員　　５２３　名

藤が尾小学校校庭に避難し、防火訓練を消防署の指導で実施

　７月 ネイルアート 七夕かざり 夏休み　寺小屋 区民の「生命・身体・財産」を守る立場から、自主防災における区民の方々の防災への

　９月 手品・おどり 魚つり 小学生とグランドゴルフ(3年生) 意識の高揚に資することを目的に行われました。

１０月 大正琴 お散歩 日帰り研修会

１１月 おしゃぺり会 自由あそび 餅つき交流会　(2年生)

しめ縄つくり ツリーの製作 高齢者65才以上の一人暮らし

新春お食事交流会

　２月 フラワーアレンジメント ひな飾りせいさく 小学生と昔あそび　(1年生)

　３月 介護保険制度について 頑張りすぎない子育て 藤小校区福祉委員会ホームページ
皆さんのご意見・ご感想をお待ちしています。

http://www.fujigaokurengo.sakura.ne.jp/kouku.html
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平成２９年４月３０日(日) 藤が尾会館にて、１４時から　藤が尾小学校区福祉委員会 総会を開催

日曜日にもかかわらず多数の参加を頂き、28年活動実績・29年度活動計画がすべて承認されました。

その他の行事予定　(世代間交流・その他)

７月・８月

子育てサロン

藤が尾区 連合自治会　総合活動

老人クラブ

第三週　木曜日

合同サロン

第一週　金曜日 第一週火曜日

２９年度・３０年度　活動予定

畑中　 稔

長谷部登喜子

勝野　豊子

藤が尾 西村   朗

藤が尾 沖原 尊佳子

世代間交流担当
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24 藤が尾

つながりを大切にして

著しく、今の小学生は物心つくころからスマホがあり、ゲーム機は通信機能でいつでもどこでも

藤が尾小学校　校長　　内山　美智子

久保　葉子サロン  担当
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藤が尾地区の避難場所は

地域ボランティア
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  藤が尾小学校区

定期 総会を開催
世代間交流担当

藤が尾小学校校区福祉委員会

発行責任者　　　山口 利子

所  属  団  体

藤が尾小学校 

    子育てサロンの目的 
☆ 育児で日頃困っている事のお話相手 

☆ 育児でのストレス解消のお手伝い 

☆ 地域での友達作りのお手伝い 

☆ 保健婦さん 栄養士さんの参加で 

   相談に乗ってもらう 

  子育てサロンのご案内 

☆ 毎月第一（火曜日） 

☆１０時～１１時３０分             

☆ふれあい会館 無料 

☆０才児から未就園児を対象 
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☆ 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

・ 高齢者向け消費者問題ミニ講座開催 (金) 参加人員 ３３名 食べながら、たのしい　おしゃべりの交流会を開催しています。

悪質な消費者トラブルにあわないよう、高齢者向けのミニ講座を　(公財)関西消費者協会の方を ・グランドゴルフ交流会 ・小学生と昔遊び 藤小１年生との交流

講師に招き、被害の多い悪質商法の手口と対策などをテーマに 約１時間の講義がされました。 （金）藤小３年生との交流　　 　（水）

参加者全員真剣に聞き入っていました。 藤小グランド ９２名 参加 藤小グランド・体育館

① 投資話にご注意

② 催眠商法など

③ 訪問販売(点検商法など)

④ 通信販売

⑤ 架空請求・不当請求など ・餅つき交流会 　藤小２年生との交流

（水）参加者　　約　300 名

毎年恒例の餅つき交流会を行い楽しい一日を

・ オカリナ演奏・ビンゴゲーム (金) 参加人員 ３０名

交野市のオカリナ愛好者 「ハピネスクラブ」の方達の演奏で楽しい一日を、オカリナに合わせて

参加者全員、懐かしい歌を歌い、又 ビンゴゲームで景品に期待した。

・ ６５歳以上でお一人暮らしの方達と‼
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。

出席者　３８名

毎月 第１・第３週 木曜日に多数の方達が参加されています。　２８年度の参加者数は、

４７４名で 陽だまりは、２７８名でした。　今年度も多数の方の憩いの場としてお待ちしています。

京都鉄道博物館と坂本の町並み散策 日時　 ３０ 名

京都に日本最大級の鉄道博物館を見学し、比叡山の門前町【坂本】を散策

参加者全員楽しい一日を過ごしました。

平成29年5月5日

平成29年6月2日

平成28年11月18日

自分だけは大丈夫と思っていませんか ?　手口は ますます巧妙になっています

平成29年3月12日 （日）

平成28年12月23日

平成28年11月10日 平成29年2月9日

第１３号

悪 質 商 法

(２) 第１３号 (３)

ふれあい  いきいき サロン 

ピンポン・陽だまり サロン 

世 代 間 交 流 

昼食懇談 

    ピンポン・陽だまり サロンの目的 
  ☆ 大人から子どもまで みんなで楽しく身体を動かし 

    元気にピンポン玉にふれあえる場所です 

  ☆ 陽だまり とは、のんびりと コーヒータイムを !   

      のんびりと、雑談をお楽しみください 

           第３木曜日のみ、【有料です 一杯 ・ ¥ １００円】   

   ピンポン・陽だまりのご案内 

☆ 毎月 第一 ・ 第三 （木曜日） 

☆  午後  １時３０分 から 

☆ 藤が尾会館 無料 

   思い切りストレスを発散して 

   心も体もリフレッシュ  ! 

   ふれあいいきいきサロンの目的 
☆ 高齢化社会で地域の高齢者障害者の方々のふれあいの場所作り 

☆ 地域で安心して生活できるよう 地域住民で支えあい・助け合い     

  住みよい地域住民での 福祉の町づくりのお手伝い 

  ふれあいいきいきサロンのご案内 

☆ 毎月第一（金曜日） 

☆ １０時～１１時３０分 

☆ 藤が尾会館 無料 

 

手品 

楽器 オカリナ 

ピンポン （卓球） の練習 

悪質商法 あれこれ 
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