恵美 子

った ③た く さん
熊本 市高 齢者 支援 セ ン ター
の方 に認 知 症へ
の理 解を 深 めて
ささ えり あ平 成
頂き たい ④ 子ど
もた ちの 参 加は
センター長 高田 佳子
熊本市 高齢者支 援セ ンターさ さえりあ は高 齢
あっ たが 声 かけ
者の方々 の介護や 福祉 に関する 相談の窓 口で す。
には とて も 苦労
高齢社会 に向けて 住民 主体の地 域づくり が求 め
したよ うだっ た。
られてい るなかＨ ２６ 年度田迎 西校区を モデ ル
⑤地 域の 方 々へ
校区とし て徘徊者 発見 模擬訓練 に取り組 みま し
「認 知症 」 の関
た。「認知症になっても住み慣れた地域で安心し
心が 拡が る こと
て暮らせ る校区・ おも いつなが る田迎西 」を 目
を希望します 。
指し延べ６００名
ボラ ンテ ィア 活動
当日は１４３名と多
数の方々の参加とご
協 力い た だ き まし た 。
この取り組みは認知
症について学び理解
し、支え合うよいきっ
かけ作りとなりまし
た。高齢者の方をはじ
め地域で日常的にど
のように助け合い支
えていくのか。住民の
皆様と暮らしやすい
地域になっていけま
すよ う進 めて まい りた いと 思い ます 。地 域の
各関 係機 関、 団体 の皆 様の ご支 援、 ご協 力を
今後ともよろ しくお願 いいたします 。
徘徊者発見・ 声かけ模 擬訓練

お聞かせ下さい。

田迎・田迎西 校区社協 合同による
「ふれあいデ ィーサー ビス」
９月２５ 日（木） に南 区役所保 健子ども 課、 並
びに高齢 者支援セ ンタ ーささえ りあ平成 のご 協
力を得て開催 しました 。
その際、 民生児童 委員 の皆さま やボラン テイ
アの皆さま方 にもご協 力頂きました 。
これから も「健康 のた めの講話 やレクレ ーシ ョ
ン」などを行い、
参加者同士交
お知らせ
流を深めてい
田迎西校区社会福祉協議会
きたいと思い
活動の様子をお知らせしてい
ます。
ます。 お尋ね、ご意見 など、

いいたします。↑

した。
その際、田 迎・田迎 西校区の主任 児童委員 ・
民生委員・児 童委員、 及びボランテ ィアの皆 さ
ま方のご支援 をいただ きました。
平成２７ 年度から は田 迎校区コ ミセンの 新設
に伴い、西校区独自での開催を予定しています。

三町内
民 生・児童 委員
福 冨 輝子
民生委員 になって やっ と一年が 過ぎまし た。
右も左も 分からず 、た だ、ただ 一つの行 事を こ
なしてい た頃、そ ろそ ろ「いき いきサロ ン」 を
してみま せんかと 言わ れて、十 月十七日 （金 ）
に第一回目を 開催しま した。
開催する 迄が大変 で、 沢山の方 に助言を 頂き
又他のい きいきサ ロン も数回見 学し、や っと 開
催にこぎ つけまし た。 それから 案内状の 作成 、
場所の確保、講師依頼（ヴィーヴルの職員の方）、
保健師さんと の打合せ 等の諸準備を しました 。
そして、案内の
ため三十数軒を
訪問しましたが 、
新興住宅で難し
い面も多々あり
ました。
でも、当日は天
候も良く十二名
の参加があり、本
当に嬉しく思い
ました。
特に若いヴィ
ーヴル職員の方
がたくさん準備
して下さり、会を
盛り上げて下さ
いました。
私達が初めて
で反省すべき点
が多かったが、次
回に生か し、内容 も変 化して楽 しい会に した い
と思います。

☆ 田迎西いきい きふくし フェスター
☆ １０月 ２６ 日（ 日） 田 迎西小 学校 及び その
周辺を 会場 とし て、 １ ４３名 参加 のも と開
催されました 。
☆ 当日は 、寸 劇（ 認知 症 の人へ の対 応、 徘徊
者発見 ・声 かけ 模擬 訓 練、体 験コ ーナ ー介
護予防教室（運動・口腔）
、お楽しみコーナ
ー小学 生向 け絵 本読 み 聞かせ など があ りま
した。
☆ アンケー トでは 、①地 域の方と 一緒に 取り
組めたこ と、関 係づく りも含め 大変有 意義
な時間を 共有頂 いた② とても良 い体験 にな

ご汁会などにボランティアの方々にお世
話になっています。今後もよろしくお願

厚地
二年前、主任 児童委員 の話を頂いた 時に、私
は初めて 主任児童 委員 を知りま した。そ んな 中
で引受け たものの 、自 分に何が 出来るの だろ う
かと思い ながら、 研修 会や勉強 会に参加 し、 少
しずつ地 域の皆さ んと の関わり について 考え る
ようになりま した。
一番関わりの 強いもの は、子育てサ ークル
「キュー ピークラ ブ」 です。子 育て中の お母 さ
んを応援する 楽しい会 を目指してい ます。
四月から は「キュ ーピ ークラブ 」が田迎 校区 へ
移り、田 迎西校区 は「 さくらん ぼクラブ 」と し
て新たに スタート しま す。 活 動内容は 「キ ュ
ーピーク ラブ」の 流れ を引き継 ぎながら 皆さ ん
の希望を 取り入れ 、よ り楽しい 会となる よう 努
力していきた いと思っ ています。
主任児童 委員の地 域と の関わり は、民生 委員
の皆さん と連携を 図り ながらの 活動、特 に十 八
歳以下の 子どもさ んと 保護者、 家庭との 結び つ
きなどを 大事にし てい く事では ないかと 感じ て
います。
ひと昔前 には、ど の地 域でも、 お見かけ した
「世話好 きな近所 のお ばちゃん 」私は、 そう な
りたいと思っ ています 。

「だご汁」交流会
平成２７年２月
２５日（水）に
子育てサール
（キューピークラ
ブ・さくらんぼクラ
ブ）と
「お年寄りとのふ
れあい」が南区役所
保健子ども課、高齢
者支援センターさ
さえりあ平成のご
協力によ り、和気 あい あいのな かに開催 され ま

校区社協は、ふれあいディサ～ビス、だ

