
藤が尾小学校区　福祉委員会だより 平成２８年 ６月 

委　　員　　長

総括　責任者
藤が尾 区長
連合会長

総括副責任者 星田財産区議員
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世代間　交流　 　　平成２７年１０月３１日（土曜日） ～　１１月 １日（日曜日）
副　委　員　長 ・ 今回 交野文化祭において、藤が尾小学校区として（スーパーボールすくい ・ 一円玉おとし）のお店を
ピンポン  部長 出店いたしました。多くの方々のご来店で、非常に忙しく、又楽しい２日間でしたが良い日でした。
副　委　員　長 お手伝いして頂きました皆様方に感謝いたします、又今後とも宜しくご協力の程お願いいたします。
子育て　 部長

枚方・交野地区

更生保護女性会

7 新田  喜宜 会　　　計 民生児童委員 藤が尾 30 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾

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 32 平野  典子 世代間交流担当 地域ボランティア 藤が尾

10 山本  博久 世代間交流担当 地域ボランティア 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

11 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

12 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

13 西蔭 志穂里 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 藤が尾校区福祉委員会日帰り旅行
14 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 京都水族館と日吉大社もみじ祭
15 森田 健太郎 世代間交流担当 青少年指導委員 藤が尾 38 金子   尊 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 平成２７年１１月１８日（水） 参加者　41名
16  林  良夫 世代間交流担当 青少年指導委員 藤が尾 39 南幸　敬一 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾

17 金子  花子 サロン   担当 地域ボランティア 藤が尾 40  掘　 僚子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ 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 41 田中   恵 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 42 原田 佳代子 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ副会長 藤が尾

20 中西  広亀 カメラ　 担当 地域ボランティア 藤が尾 43 竹安　由美 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 44 宮下　麻里 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ書記 星田北

22 畑中  泰子 サロン   担当 地域ボランティア 藤が尾 45 越智　 都 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ会計 藤が尾

23 新阜  和代 サロン   担当 地域ボランティア 藤が尾 46 池田　実里 世代間交流担当 藤小ＰＴＡ会計 藤が尾

定期 総会を開催 平成27年12月4日(金) 藤が尾会館にて、しめ縄作り 平成28年3月4日(金) 骨密度測定

平成２８年４月２４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

 日曜日に多数の参加を頂き、２７年活動実績・２８年度活動計画がすべて承認されました。

（１１月２６日、大阪国際交流センター）

6月 ・手づくり(ネールアート) ・ええかげんは良い加減 　大阪府社会福祉協議会会長表彰　団体賞として

7月 ・ぬりえ ・七夕かざり 藤が尾小学校区福祉委員会が受賞しました。

・めざそう　8020 平成27年12月1日(火) 藤が尾会館にて
歯とお口の健康 人形劇（劇団　おいーで） ・ 落語（淀乃 晴幸）さんをお迎えして、

10月 ・おしゃべり会 ・お散歩 たくさんの方々に参加して頂き、楽しい一日を過ごしました。

11月 ・体操、ビンゴゲーム ・自由あそび

12月 ・しめ縄作り ふれあい・子育て合同サロン

世代間交流

10月 ・小学生とグランドゴルフ 藤小校区福祉委員会ホームページ
12月 ・餅つき交流会 皆さんのご意見・ご感想をお待ちしています。

・藤小校区福祉委員会ホームページから検索
http://www.fujigaokurengo.sakura.ne.jp/kouku.html

世代間交流担当 地域ボランティア

合同サロン開催

副　委　員　長

8 安藤 勢津子 老人クラブ 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

平松  修治

藤が尾

地域ボランティア 藤が尾 28

横田  敦子2

柴田  勝義

ふれあいいきいきサロン

28年度活動予定

平成２８年 ６月 (1)(4)

発行責任者　　　山口 利子
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住  所

徳長　 裕 星田北3

山口 五十一 藤が尾

6 勝野　豊子 ふれあい　部長　

5 長谷部登喜子

4 畑中　 稔 交野卓球連盟 世代間交流担当

藤小校区福祉委員会が交野文化祭に参加
25

藤が尾藤が尾 29 西村   朗 世代間交流担当 地域ボランティア

26

子育てサロン

藤が尾小学校校長 世代間交流担当坪上  政徳

27 近藤  清子

地域ボランティア

サロン   担当

9月 ・魚つり

平成２７年度大阪府社会福祉大会で受賞
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1 山口　利子 民生児童委員 藤が尾 24 前田  明子 サロン   担当
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劇団  おいーで 落語（淀乃 晴幸） 

http://www.fujigaokurengo.sakura.ne.jp/kouku.html
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校区全域に 朝の通勤・通学の時間帯に 【声かけ・あいさつ運動】を開催しています。　

藤が尾小学校校区の子ども達が安全で通学出来るように、月～金の登校時に毎朝 声かけを

　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 おこない、子ども達の安全を 地域の我々が見守り １日が楽しく過ごせる様にと思っています。

　給食を食べながら、楽しいおしゃべりの交流会を開催しています。これからも実施いたします。 【２７年度　　総協力人員　３、０００人　　参加ご協力 ありがとうございました。】
　ご案内で お知らせいたしますので、その節はご参加下さいますようお願いいたします。

・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  ● ２８年度も交野市全域で
（金）藤小３年生との交流　　 　（水） 　 年２回　６月 ・ １０月を

藤小グランド ９２名 参加 藤小グランド・体育館 　 強化月間として【ごきげん

当日お手伝いしていただいた皆さん、 　 さん運動】が行われます。

本当にありがとうございました。 　　 藤小校区福祉委員会も
　 参加された１年生　９１名の 　 この月間に協賛しています。

子ども達が喜んでいました。 　 多数の方々の ご参加、

　 ご協力をお願い致します。

・餅つき交流会 　藤小２年生との交流

（水）参加者　　約　400 名

* 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、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の人達も参加されました。

　　

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。

２７年度の参加者数は、４４４名で 陽だまりは、２９６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。

・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ました。
・ 落語（淀乃 晴幸）　・ ビンゴゲーム

出席者　　３６名

皆さんも水分補給を十分にして
熱中症に気お付けましょう！

地域のみなさんの力を集めて あいさつ運動

平成27年12月23日

平成27年11月13日

今年の夏は猛暑になる様です。

第１１号 平成２８年 ６月 第１１号 (3)

（日）平成28年1月24日

(2)

平成28年2月3日

世 代 間 交 流 

たこあげ 

コマまわし 

ピンポン・陽だまり サロン 

昼食懇談 

地域住民・ＰＴＡ・児童の方々が世代を超えて交流する場として交流を続けています。 

落語（淀乃 晴幸） 

ピンポン （卓球） の練習 


