
藤が尾小学校区　福祉委員会だより 平成２７年１１月 

委　　員　　長

総括　責任者

副　委　員　長

総括副責任者

副　委　員　長 藤が尾小学校校長

世代間　交流　     （学 校 内）

副　委　員　長

ふれあい  部長

副　委　員　長

子育て　 部長

枚方・交野地区

更生保護女性会

7 畑中　 稔 ピンポン　部長 交野卓球連盟 藤が尾 29 西村   朗 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾 　　　誰もが安心して暮らせるまち「かたの」へ　　　
8 新田  喜宜 会　　　計 民生児童委員 藤が尾 30 平松  修治 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾 　～ みんなで藤が尾校区の地域づくりについて考えよう ～
9 吉見 喜代美 会　計　監　査 保  護  司 藤が尾 31 平松  満江 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾 （日） １１:００～１４:００ 参加者数    34 名

10 山本  博久 会　計　監　査 地域ボランティア 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 　社会福祉協議会の方々の出席で趣旨等の説明と、グループに分かれて懇談・検討
連合会長

星田財産区議員

12 服部  敬司 事務局長・広報 地域ボランティア 藤が尾 34 清水　信子 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾

13 服部  明子 サロン.広報 担当 民生児童委員 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

14 金子  花子 サロン   担当 民生児童委員 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

15 松本  苑子 子育て　 担当 主任児童委員 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

16 森田 健太郎 世代間交流担当 青少年指導委員 藤が尾 38 松本　安弘 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ 会長 星田北

17  林  良夫 世代間交流担当 青少年指導委員 藤が尾 39 中島　僚子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ副会長 星田北

18 平田  恵子 広 報 　 担当 地域ボランティア 藤が尾 40  里　万喜子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ副会長 藤が尾

19 三浦 理三郎 事  務  局  員 地域ボランティア 藤が尾 41 谷口 亜優子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ書記 星田北

20 中西  広亀 カメラ　 担当 地域ボランティア 藤が尾 42 横谷　恵美 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ書記 星田北

21 前田  稲子 子育て　 担当 地域ボランティア 藤が尾 43 新原　佳子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ会計 星田北

22 畑中  泰子 サロン   担当 地域ボランティア 藤が尾 44 小林　倫子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ会計 藤が尾

・ゲートボール大会（交野市スポーツデー） ・府営１５棟西側の
（日） 藤が尾小学校通学道に花壇

藤が尾地区の皆さんも出場し、頑張っています。 ボランティアで、季節毎に綺麗なお花を 

藤が尾のゲートボール部に入部しませんか !!  咲かせて頂いています。

村田さんいつもありがとうございます。

　

平成２７年１１月 

 日曜日に多数の参加を頂き、２６年活動実績・２７年度活動計画がすべて承認されました。
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　（昼食）等を行い、懇談・検討内容をグループ毎に発表され有意義な一日でした。

星田北

地域ボランティア 藤が尾

藤が尾地域ボランティア

・藤が尾小学校区福祉委員会　　地域懇談会　開催

平成27年7月19日

藤が尾藤が尾 28 柴田  勝義 世代間交流担当 地域ボランティア

平成27年7月3日

所  属  団  体 住  所

徳長　 裕 星田北3

11 山口 五十一 広 報   部 長

吉井　秀一 藤が尾 区長 藤が尾

6 勝野　豊子

平成27年10月11日

藤が尾

子育て 副部長　

5 長谷部登喜子

4 安藤 勢津子 老人クラブ 会長 藤が尾

地域ボランティア 藤が尾 27

藤が尾 33 沖原 尊佳子 世代間交流担当 地域ボランティア

氏　　名

世代間交流担当

24 前田  明子 サロン   担当2

近藤  清子 世代間交流担当 地域ボランティア

25 横田  敦子 サロン   担当 地域ボランティア

26 坪上  政徳

（金）

第　１０　号
平成27年度 藤が尾小学校区福祉委員会　委員

平成２７年1１月　 発行

平成２7年４月２７日(日) 藤が尾会館にて、藤が尾小学校区福祉委員会 総会を開催

平成２７年度　　藤が尾小学校区福祉委員会 総会を開催

所  属  団  体 住  所
藤が尾小学校校区福祉委員会

1 山口　利子 民生児童委員 藤が尾 23 新阜  和代 サロン   担当

氏　　　名 役　　　職

    「おはよう」のあいさつ       校長 徳長 裕 

 藤が尾小学校の子どもたちの一日は、地域・保護者の皆さま、友だち・先生と

の「おはよう」のあいさつで始まります。保護者・地域のみなさまが、子どもた

ちを温かく見守り、支え、励ましの「おはよう」のあいさつをしていただくこと

で、子どもたちは気持ちのよい一日を過ごすことができます。地域・保護者の皆

さまと学校がスクラムを組み、子どもたちは気持ちのよい一日を過ごすことで育

つ「思いやりの心」・「間違いを許す心」・「励まし合う心」などを身につけさ

せたいと思います。 

 子どもたちのステキな笑顔のために今後とも、保護者・地域のみなさまの変わ

らぬご支援、ご協力をお願いいたします。           

        地域ボランティア募集 
校区福祉委員会の各種サロンのお手伝いを 

して頂ける方々を募集しています。多数の参

加をお待ちしています。 

(会場の準備や 話し相手お茶の準備など) 
 

                編集 後記 
  野山の木々が  色づき始めると食欲が増し元気

がでますね？  戸外に出て 身体を動かし 体力

をつけて、これから やって来る寒さを 皆さんと

一緒に 乗り切りましょう  !!                T ・ H 

ふれあいいきいき サロン 

介護保険制度の講義をうけました 

昼食懇談 グループ内で意見交換 

音楽療法の講習会 



藤が尾小学校区　福祉委員会だより 平成２７年１１月 藤が尾小学校区　福祉委員会だより

・餅つき交流会 　藤小２年生との交流 ・創価高校の卒業生の皆さんより 
参加者　　約　400 名 寄せ書きを頂きました。

* 毎年年末に実施している恒例の餅つきを、藤小二年生との交流をもとに、 藤小安全見守り隊の方々へ
　校区福祉委員の方々の協力で開催、多数の子どもたちと、グループホームアキラ ３年間本当に ありがとうございました  ‼
　の人達も参加、また外国人(女性)も餅つきを経験されました。 桜寮　「５丁目」　　　卒業生一同（女学生）　１０名

地域のみなさんの力を集めて あいさつ運動 藤が尾小学校区

交野市内全域強化月間の 朝の通勤・通学の時間帯に 【声かけ・あいさつ運動】　

平成２７年６月１日（月）～５日（金）　と　１０月５日（月）～９日（金）　実施

・小学生と昔遊び

藤小グランド・体育館

・当日お手伝いしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。

　参加された１年生　６２名の子ども達が感想を書いてくださいました。 校長先生も参加

子どもから、おはようございますと、大きな声が !!

・新年会　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た。 お散歩　　

出席者　　３６名

第１０号 平成２７年１１月 第１０号 (3)(2)

平成27年10月6日

平成27年2月4日

平成27年1月25日

平成26年12月23日

（火）

（日）

（水）

（火）

世 代 間 交 流 

かたの   ごきげんさん運動 

昔あそび  ６２名の感想
感想集の一部 

たこあげ 

コマまわし 

藤小安全見守り隊 

おはよう行ってらっしゃい 

ピンポン・陽だまり サロン 

ピンポン （卓球） の練習 

どんぐり拾い 


