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7 新田  喜宜 会　　  計 元民生児童委員 藤が尾 32 長谷部 藤夫 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾 　　6月18日大きな地震が発生しました。実際に建物が揺れる光景を目にし、大きな揺れを体感しました。その時、私は

8 鎌田　武典 事 務 局 長 民生児童委員 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 　道路上に登校する児童とともにいました。とっさにその場にしゃがみこみました。揺れが収まると児童に「学校に行こう」

サロン　総括 　と声を掛け、十数名の児童と歩きだしました。途中、児童が「校長先生がいてくれてよかったわ」と言ってくれました。

会 計　監 査 　児童と一緒に学校まで歩いただけで、何か特別な声かけをしたわけでもありませんが、いてくれてよかったと感じてくれ

10 吉見 喜代美 会 計　監 査 保  護  司 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 　ていたようです。

11 山本  博久 世代間交流 担当 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 　　大きな地震の時に、たまたま児童のそば゜に居合わせたので、その場にいた児童は安心感を得たのでしょうかが、

12 服部  敬司 地域ボランティア 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 　あらゆる場面においても、そこに1人の大人がいることで子どもを安心させることができると思います。

13 服部  明子 サロン.広報担当 元民生児童委員 藤が尾 38 金子   尊 地域見守り 地域ボランティア 藤が尾 信頼できる大人が子どものそばにいてくれると子どもは安心できると思います。

14 西蔭 志穂里 サロン  担当 民生児童委員 藤が尾 39 疋田　裕子 世代間交流 担当 地域ボランティア 藤が尾 　　大人が子どもたちに信頼され、子どもたちを見守ってくれる大人がそばにいてくれると

15 松本  苑子 子育て　担当 主任児童委員 藤が尾 40 定別當 敦子 世代間交流 担当 地域ボランティア 星田北 実感できる。そんな町になればいいなと思います。そのような地域の中で生き生きとした

16 森田 健太郎 世代間交流 担当 青少年指導委員 藤が尾 41 水野　貴司 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ 会長 藤が尾 子どもたちを育んでいけたらいいと思います。

17  林  良夫 世代間交流 担当 青少年指導委員 藤が尾 42 恒吉　明佳 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ副会長 藤が尾 　　私にとって、この大きな地震を体験したこととともに、この児童の言った言葉は一生

18 松下  良澄 サロン  担当 民生児童委員 藤が尾 43 浜崎　稔子 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ副会長 藤が尾 忘れないと思います。

19 金子  花子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 44 市村 由美恵 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ会計 私部西

20 中西  広亀 カメラ　担当 地域ボランティア 藤が尾 45 中川　遥香 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ会計 藤が尾

21 前田  稲子 子育て　担当 地域ボランティア 藤が尾 46 津隈 加奈子 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ書記 藤が尾 平成３０年 ６月 より開設しました 親が変われば子どももかわります
22 畑中  泰子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 47  垰  亨子 世代間交流 担当 藤小ＰＴＡ書記 藤が尾 毎月 第１ 木曜日に開催　　(昼 １時３０分～４時まで) 【子どもは大人のミニチュアではない。

23 新阜  和代 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 ・血圧測定、健康相談、育児相談、福祉について 毎日毎日絶えず変化している】

24 前田  明子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 その他いろいろ悩み事相談をお伺いいたします 暴力や暴言など親の不適切な

25 横田  敦子 サロン  担当 地域ボランティア 藤が尾 相談員は看護師資格保有者・民生委員・児童委員・ かかわりは子どもの脳を傷つ

ける-----。

虐待と(傷つく脳)の関係を
研究する日本の第一人者 　小児神経科医

 友田　明美 さん

　７月 おどり 七夕かざり

災害時の困りごと

　どこに相談すればいいの 夏休み　寺小屋

１０月 手づくり お散歩 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。

１１月 大正琴 自由あそび ２９年度の参加者数は、延べ ４７７名

しめ縄つくり ツリーの製作 日帰り研修会 陽だまりは、延べ ２９３名

餅つき交流会　(2年生)

　２月 フラワーアレンジメント ひな飾りせいさく 高齢者65才以上の一人暮らし

知ろう‼ 災害時の困りごと 新春お食事交流会
高齢者虐待について 　どこに相談すればいいの 小学生と昔あそび　(1年生)

ピンポンサロン 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

１２月

朝日新聞より抜粋

子どもたちを見守る 交野市立藤が尾小学校　　校長　　大塚　弘治

２月

７月・８月

　 小学生とグランドゴルフ(3年生)
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世代間交流 担当

藤が尾小学校校区福祉委員会
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世代間交流 担当

世代間交流 担当

     福祉関係者など。　　お気軽にお立ち寄りください

(１)

地域ボランティア

暴力や暴言で脳は変形する

藤が尾地域見守り

平成３0年４月２9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、29年活動実績・30年度活動計画がすべて承認されました。

第一週　木曜日

柴田  勝義

ピンポンサロン・陽だまり

藤が尾

地域ボランティア

老人クラブ

畑中　 稔

長谷部登喜子

勝野　豊子

藤が尾 西村   朗

藤が尾

世代間交流 担当

地域ボランティア

地域ボランティア

世代間交流 担当

34 清水　信子
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地域ボランティア
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藤が尾

藤が尾
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星田北

藤が尾

世代間交流 担当

地域ボランティア
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28 藤が尾

第一週　金曜日 第一週火曜日

平松  修治地域ボランティア

ふれあい 部長　

町のよろず相談　: なごみの部屋　第一木曜日

平松  満江藤が尾

３０年度・３１年度　活動予定

副事務長・広報担当

31

月
ふれあいいきいきサロン 子育てサロン

その他の行事予定　(世代間交流・その他)

　９月 魚つり

　３月

合同サロン

１月

１２月

６月スタート

１０月

１１月

ピンポン・陽だまり サロン ピンポン （卓球） の練習

今年度より、町のよろず相談・なごみの部屋を開設

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】

http://www.fujigaokurengo.sakura.ne.jp/kouku.html
https://www.fumira.jp/cut/medical/file349.htm
https://www.fumira.jp/cut/medical/file317.htm
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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

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。

・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

藤小３年生との交流　　 藤小グランド・体育館

参加数　　84名 藤小グランド 参加数　　123名

・餅つき交流会 　藤小２年生との交流

参加数　　300名

・ 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。

参加者　　32名

〞藤が尾 〟寺小屋は

2018年６月１８日　午前７時５８分頃大阪府北部を震源とする地震があり

ました、被害にあわれた市民の皆様に 心からお見舞い申し上げます。

　今後も市民の皆様におかれましては、ご自身並びに

ご家族の皆さんの安全を第一に行動し 十分に注意して

ください。　　なお 藤が尾地区の避難所は、　右の場所です。

今年度も開催いたします。

2018年2月25日

2017年12月23日

第１４号 (３)第１４号

2018年2月2日

2018年5月1日

藤が尾地区の避難場所は

災害に対し再見直しを

2018年2月8日

2018年3月2日

2018年5月4日

2017年11月25日

2018年2月6日

(２)

※

ふれあい いきいき サロン 世代間交流

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

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
藤が尾小学校

藤小安全見守り隊

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file407.htm
https://www.fumira.jp/cut/bousai/file16.htm
https://www.fumira.jp/cut/syokugyo/file113.htm

