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全員研修に参加して

﹁お互いさま﹂の地域づくり

～
﹁助けて！﹂と言い合える
地域づくりを目指して～

お迎えして、講演していた

間﹂代表の河田珪子さんを

七月一日、﹁実家の茶の

言える居場所が完成しまし

一緒に、まさに手作りとも

ていく。こうして利用者と

らして足りない面を補充し

講師 河田 珪子 氏

だきました。

る人も、お互いに助け合う

利用する人も運営にかかわ

講演のテーマにあるように、

その根幹にある考え方は、

集まれる場所であります。

寄りまで幅広い層の人々が

所ではなく、子供からお年

は、単に高齢者の集まる場

た。この﹁実家の茶の間﹂

て現在の状況を話されまし

間﹂開設までの経緯、そし

を生かして、﹁実家の茶の

いことをひとつの約束とし

す。この実際には大変難し

てしまうことになりがちで

展し、さらに尾ひれがつい

をすると、とかく噂話に発

ことでした。いない人の話

という取り決めをしている

かった方の話は一切しない

かれたのは、当日こられな

が、その中でも特に目を引

ることは数多くありました

運営の中で、感心させられ

この﹁実家の茶の間﹂の

た。

ということです。例えば、

て実践している。これを見

ご自身のさまざまな体験

あえてバリアフリーにせず、

この講演は我々民生委

ても、この茶の間のすばら

に移し問題を取り除いてい

員・児童委員が、日頃の活

不便さを感じたら、それを

く。また、財政的な援助も

動に参考となる有意義なも

しさが感じられました。

行政に百パーセント頼るの

のとなりました。

どう解決するか考え、行動

ではなく、創意・工夫を凝
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は、地域活動に向けて良い

ンテナを張る、等々の経験

よい対応ができるようにア

集めた情報を共有し、より

した。多くのことを学び、

め、行政とも繋がりを得ま

修や講義を受け、見聞を広

ひと時同じ立場で集い、研

動へと拠点を移される方、

童委員を続ける方、別の活

バーが代わります。主任児

十二月の一斉改選でメン

計測、手際よく進む作業に

れし、参加者の呼び込み、

期改選三年目すっかり場慣

も実施しました。各委員定

よる加齢黄斑変性チェック

アムスラーチャート用紙に

加、例年の血圧測定に加え、

﹁ふれあい福祉祭り﹂に参

を購入しました。五月は

年齢を比較できる体組成計

プのために、実年齢と体力

継続のモチベーションアッ

話し合っております。今年、

す。

の勉強ができたらと思いま

しみながら健康寿命延ばし

の長にする飲み方とは？楽

て勉強会を開催します。

の方の、現在の実情につい

なき災害に遭われた被害者

して、東日本大震災で比類

員さんの知人の方を講師と

九月十三日の定例会は部

城先生︶

栄養大学特任教授

松尾鉄

女共同参画〜﹂講師︵女子

正誤表の掲載頻度が激減し

加わるようになってから、

担当のグループメンバーも

しかし、終盤の校正に次号

号正誤表を載せていました。

編集初心者だったため、毎

最初はほとんどの部員が

了となります。

経て、一回の発行作業が終

入稿します。数回の校正を

脱字のチェックをし時には

筆いただいた原稿は、誤字

員任期満了となります。十

とにしました。今年で各委

についての講義を受けるこ

川越警察に依頼し交通安全

みます。そこで九月には、

ニュースを見るたび心が痛

よる暴走事故の増加、

高齢ドライバーの誤操作に

大切さを学びました。また、

勉強会、改めて日常ケアの

について歯科衛生士を招き

た。ウェスタ川越の男女共

に変更する事を決議しまし

前倒しして、六月二十九日

た。七月十二日の定例会を

活発な意見交換が出来まし

習会を﹂試行し、部員一同

十四日には﹁問題提議型学

学習会を行う事とし、六月

福祉まつりから、定例会に

に基づき、五月のふれあい

活動は﹁本年の事業計画﹂

男女共同参画推進部会の

り掛かります。

全員の了解を経て作業に取

に一号ずつ編集担当し部会

それぞれのグループが一年

部員を三グループに分け、

を年三回発行することです。

段として﹁民児協だより﹂

合会の活動を活性化する手

民生委員児童委員協議会連

よび課題を提供し、川越市

社会福祉等に関する情報お

ております。

を持って生き生きと活動し

編集作業に慣れ、やりがい

部会員歴三年目になり、

ました。

修正を加えて、印刷業者へ

糧になると確信しています。
委員の充実感がありました。

月の視察研修は﹁酒は百薬

同参画推進施設の男女共同

編集作業は構成内容の検

男女共同参画推進部会

八月の急激な猛暑。体調管

の長﹂に鑑み、秩父山系地

参画市民フォーラムのセミ

討から始まり、決定に基づ

六月には高齢者の口腔ケア

理に苦労されたことと思い

下よりミネラル豊富な深層

ナーに十四名で参加しまし

いた文字数を確認し、原稿

広報部会

ます。さて高齢福祉部会、

天然水を引き込み操業一七

た。﹁教えて！松尾先生〜

を各方面に依頼します。執

広報部会の主な業務は、

健康寿命を延ばす！を念頭

〇年、歴史ある埼玉県の酒

ひとこと言いたい身近な男

高齢福祉部 会

に会合では﹁いもっこ体

蔵を訪ねる予定です。百薬

記録的な長梅雨に続き、

操 ﹂の 推 進 ・ 継 続 策 を 主 に
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第五地区

笛木とみ子

今年の八月に、米寿を迎
えました。足が衰えないよ

プレゼントしました。喜ん

クを作り、一歳の誕生日に

ろいの帽子とリュックサッ

洋裁の技術を生かし、おそ

人のひ孫には、長年続けた

ましたが、昨年生まれた三

目も耳もだいぶ衰えてき

自分の好きな事が出来ると

いは﹁何﹂と聞かれたら、

りしています。今、生きが

したり、お話し相手をした

での見守りや一緒に編物を

ボランティアとして、施設

合いになりました。現在は

事により大勢の方々と知り

市保健推進員として、十年

で身に付けてはしゃぐひ孫

いうこと私は手作り出来る

しいひとときを過していま

たちの姿を見ると、まだま

ものが好きです。たとえば、

間、地域での活動が出来た

だ長生きしなければと感じ

編物、縫い物、出来そうな

す。

ています。

きると、大勢の人が参加す

今年で二十年目になりまし

サークル活動への参加も、

作っています。牛乳パック

の仲間といろいろな物を

金曜日には﹁つくしの会﹂

ものは何でも作ってみます。

る喜多院のラジオ体操に出

た。小仙波町集会所で月二

で椅子や、布草履や、帽子

うに、日々身体を動かすこ

かけます。昨年から﹁コバ

回行われる﹁いもっこ体

上手に出来なくても、毎月

トンマイレージ﹂の万歩計

操﹂の活動にも参加し、指

とを心がけています。朝起

を身に付け、歩数を増やす

導を受けながら身体を動か

山田地区

﹁オレンジカフェ﹂には欠

として、三期お世話になり

私は民生委員・児童委員

粕谷加津子

ことを目的に楽しみになが

町内の月二回のカラオケ

しています。

また、オアシスやふれあい

にも参加して、舞台で発表

ら歩くようにしています。
センターで開かれる卓球

するために、みなさんと一
緒に歌の練習に励んでいま
す。また、昨年から始まっ
た地域包括支援センター主

かさず参加し、みなさんと

ました。それ以前に、川越

催の月一回の小仙波町の

おしゃべりをしながら、楽

や、お手玉等々、皆んなで

形になるのを楽しみながら

手作りしています。その手

作り品を、毎年行われてる

ふれあい福祉まつりの会場

で販売をしています。

地域では、いもっこ体操

教室でいい汗をかいていま

す。その他に、趣味として、

大正琴、日本舞踊、パンフ

ラワーを楽しんでいます。

これからは老いたらば、

怒らず、転ばず、風邪ひか

ず、この三つを心がけ二人

仲よく、元気で過ごしたい

と思います。

第七地区

敏枝

新緑の下での食事会と新年
会でのかくし芸大会です。
会員皆様の童心に返った笑
顔がとても素敵です。
これからも﹁イキイキ老
力をお借りしながら頑張っ

宮川
民児協第七地区は、川越

て行きたいと思っておりま

後﹂を目標に地域の皆様に
駅東口より東へ二㎞に位置
す。

川神社境内の清掃を実施し

さんとの交流に力を入れて

フェ、サロン等、地域の皆

有意義な時間を過す事が出

らず多数参加していただき

あいにくの雨にもかかわ

川越市社会福祉協議会のホームページに
「民児協だより」が掲載されています

しており仙波町一・二・
三・四丁目、菅原町、富士
見町、大仙波の七町内で構
成されています。
それぞれ各町内で、い

います。又、お年寄りだけ

来ました。ここに参加して

ました。

でなく世代間交流として本

下さった皆様に御礼申し上

もっこ体操、オレンジカ

年七月末日の日曜日には氷
げます。

私共仙波四丁目では、い
もっこ体操が盛んで自主グ
ループ発足六年目に入り、
親睦も深まり会員数も増え
現在四十六名で活動してい
ます。
﹁元気で明るく楽しく﹂
をモットーに八名のサポー
ターがプログラムを考え、
楽しく体を動かしています。
会員の皆様が楽しみにて
いるのが、氷川神社境内で

検索
川越市社協
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川越市社会福祉協議会ホームページ

左側のメニューから「福祉団体」をクリック

市民児連の「民児協だより」の各号をクリック

主な市民児連活動予定

十月一日〜
赤い羽根共同募金
への協力
十月七・八日
地区民児協
正副会長研修
十月十一日
歳末たすけあい運動
援護対象者申請
締め切り
十月二十五日
川越市社会福祉大会
十月二十八日
理事会
十一月三日
在宅障害児招待事業
十一月二十二日
全国社会福祉大会
十一月二十八日
埼玉県社会福祉大会
十二月一日
民生委員委嘱伝達式
十二月十六日
理事会
十二月中旬
歳末たすけあい運動
援護金伝達
一月中旬
地区民児協正副会長
及び
部会長新年懇親会

時の鐘

今年の夏も厳しい猛暑が

続きました。また、台風や

ゲリラ豪雨等も多く、大変

な日々を過ごした方も多

かった事と思います。

民児協だよりでは地区民

児協、各部会の活動報告だ

けでなく、様々な活動を通

し、生き生きと暮らしてお

られる方々に寄稿していた

だき、皆さんにお届けして

います。何かと暗い話題も

多い今日この頃ですが、少

しでも、読んで元気が出る、

そして民生委員・児童委員

の日々の活動に有益な情報

を発信できるようにと、広

報部員一同、力を合わせ編

集作業にあたっています。

第七十八号の編集担当は、

急式悦子、助川和江、早川

邦江、増田佳子、山岸富子、

山本千恵子、渡辺耕造の七

名です。

