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平成29年度を迎えて
富士見が丘地区社会擬議会（会長）本郷守男

去る4月29日の定期総会で、平成29年－30年度の地区社脇

活動方針並びに役員体制も決まり、4月佃より活動がスタート

しました。今回で退任されます役員の皆様には、大変ご協力を

頂き感謝御礼申し上げます。又新しく役員になられました皆様には

これから宜しくお願い致します。昨年は当地区連合会を本郷町内会が脱退すると

いう重大な出来事がありました。

当地区では連合会を中心こ社協、経営委員会、その他諸団体が連携しながら

活動を進めている中でもあり驚きと戸惑いながらも、地域の社会福祉向上との

観点から地区社協としては従来同様、本郷町内会の皆さんと一緒に活動して

行く事と致しました。

29年度も地域の皆さんと共に、楽しめる居場所づくりやイベントを通して皆さん

が顔見知りになる輪を広げて行きたいと思っております。

最後に地区社協活動の大切な活動資源であります賛助金へのご協力に対し、

紙面をお借りし改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

鉦雷雷謹皇旺藍雷綱詰紅組　平成29年度収支予算　書諒闇童謹言轟講詫言豪華舌

収　　入 ��支　　　　出 

i市・区社協 �290，000 �自主事業 �688，000 �ふれあい（忘年会・バス旅行）介護者交流会等 

連合自治会 �320，600 �支援事業 �306，000 �下記13団体への助成 

賛助金還元金 �370，000 �広報研修費 �50，000 �広報発行・研修会参加 

事業収入 �370，000 �渉外費 �145，000 �各地域敬老会・祝儀等 

雑収入 �5，000 �会議費 �160，000 �総会・各部会等 

事務費・他 �60，000 �事務費20，000・会費等40，000 

前年度繰越金 �175，519 �予備費 �122，119 � 

合　計 �1，531，119 �合　計 �1，531，119 � 

＊福祉の会（草取り等生活支援全般）

＊シルバーサロンさくら（高齢者デイサービス）

＊NPO法人あやめ会（介護者等送迎）
＊富士見が丘子育てサロン（子育て支援）

＊富士塚子育てサロン（子育て支援）
＊子育てネットワーク（子育て支援）

＊一人暮らし食事会（民生・児童貴活動）

＊鰹康づくり活動（保陸活動・体操等）

＊饉康ウオーククラブ（鰹康維持・増進）
＊富士塚ふれあいサロン（居場所）

＊和泉第一居場所づくり（見守り連絡会）
＊ひばり会（認知症予防講座）

＊高観音見守り連絡会（民生・保陸指導・友愛推進）
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第6回高齢者麻雀大会を開催致します。毎年富士見が丘地区住民の親睦の
場として好評を頂いております。手先を動かし、脳の活性化をはかる麻雀。
男女問わず和気あいあいと楽しい時間を過ごしましょう。今年も葺くの方の
ご参加をお待ちしています。

詳しくは回覧板でご藁施して読りますQ

禁誤認慧禁書蕊雑読
擾勝郵2位・3位飛び賞などご用意しています。

薪　★保健活動推進員会長
鮭　　尾崎直子（下和泉住宅）

この4月より会長になりました。

車高畜産

煤煙活動推進委員会　平成29年6月1日・泉区役所区民ホール

当日会場では
「健康チェック」や子供向けの「野菜釣りゲーム」が1峡王腐Rノ　」」ニノノ」1、ノブ‾tアマlLUlノ∪“ノI童∫末蚊J Lノ‾ノ　　　Lふ」人ノ

警雪謀議藷翳諸般も欝藷鳥諾諾藷鶉誌ナ一
驚了ノ；寓紐IrTT女1ニllJ一髪・∋rr斉利ハ孝吉
馨／二お役に立ちたいと考えております。fj“設lJデイ王室禦
二㌢　推進員のほとんどが新人です。　悠阜遷

一生懸命がんばりますので是非

皆様のご協力をお願いします。

★第7回・下和泉・富士見会地区手書て支援ネットワーク連絡会　●平成29年5月31日・下和泉地域ケアプラザ

（下和泉ケアプラザ・佐藤）

下和泉地域ケアプラザにて下和泉・富士見が丘地区子育て支援ネットワーク全体会が開催されました
富士見が丘連合からも、たくさんの方に参加をして頂きグループワークでは活発な意見交換をして頂き
ました．子育て支援ネットワーク連絡会は、泉区の子育てに関わっている団体や人が、一人一人が繋がって

親子にとって安心して子育てできる町を目指して、活動をしています．
富士鳥が丘地区でも連合まつりなどに参加していますので、ぜひ活動をのぞいて見てください。
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☆主催：泉区役所福祉係健健康づくり係　平成29年6月6日
いずみ桜広場

青空の下、肥後梨恵子さん（講師：がながわ健康財団）を
捲き51名の方が参加され2ステップテストやスクワット（筋トレ）
ウオーキング中心に健康ウオーキング講座が開催されました．
参舶書の皆様は大変熟慮に受講されていました。
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平成29年度・第1回

雷韮鰻拶瞳騒鑑駆轟
く平成29年6月9日・富士塚自治会箆）

第1回福祉の会、研修会が31名の会員
参加で開催されました．事業活動である
①家の修理②庭の手入れ③買い物
④送迎（通院）についての意見交換、議論
が活発になされ膏意義な研修会でした．
泉区社協の渡部さん、下和泉ケアプラザ
の木下さんにも参加していただきました．

活動したい方、活動できる方

活動員
嬬集鴨暢

お問い合わせ（9時一17時）
コーディネータ一揆諾電話へ
090－3343－3388（日・祭除く）
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副会長兼事務局長
鈴木光政

本年度、副会長・兼事務局を担当いたします。職責の重さを重に感じてあります。
まだまだ未熟者ですが、精一杯務めて参ります。

少子高齢化社会の進む中、地域福祉の充実が益々重要になっております。お年寄り
からお子様まで、皆で見守り、育てあい、支え合う温かい地域づくりに、役立たせて　難
頂くよう社協の皆様・多くの方々と協力し貢献できれば幸いです。　　　　　　　　縄

29年度も早2ケ月が過ぎ地域の皆様に、賛助金のご協力を頂く時期がそろそろとなります。皆様
からご協力頂きます賛助金は、その半額が地元に還元されます。賛助金は地区社協の活動の大きな
支えとなり、地域福祉活動の団体や、サークル、高齢者支援・子育て支援等に幅広く活用させていた
だいております。本年度も地域の皆様の絶大なご協力・ご支援宜しくお願い申し上げます。

鷲繋攣禁会議叢

酔年度償勝∴∴∴鴫鱒棚脅

☆謂略語轡　　　藩麟t二子，竺帥結）
佐藤　治　年嵩口鉦

第　誹＿
幽瀞善雄　璃様舞

☆8月19日（土）

第1回
介護者交流会

討聾用空母謹〈芭〉

講演会

吉葉で略トし健康

藍誌圭生魂

☆柑鬼特配綻誹

富士見が丘まつり
（いずみ桜広場）
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霊　醇誌

富士見が丘地区会長
後藤博美（陣屋自治会）

（詳細は回覧板でご案内します）

貰∵㍉誓言謙二　∵三

第2回
介護者交流会

雪∴辛や、下露i字　句　∴漬一　千離誓　　　“二重　も
㌔汚す　／茎三　三∵言

孟鰐薄霞
（天王森の郷）

上＿手

泉区社協福祉
チャリティコンサート

（泉公会堂）
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昨年度優勝者（敬称略）
、錘　生，ゝ　　項獅0　｛　痩　　　　　／乞食家重曹　　な　ど託⊂　＿

諜蚤∴離籍欝　鵠っ
（みなみコミュニティハウス）小学校：神崎日直郎（中和鮒龍）

愛護美讃誓薫∵牽三　緯曹籠…？？？
一人暮らし者　お察しみ高雄

バス旅行会　（羅紬．後日こ案内）

大正6年に民生委員制度は創設され今年100周年を迎えます。又、昭和2年に児童福祉法が
創設され児童委員制度も70年の節目を迎えます。社会や家庭のあり様が変化し地域において
人と人との繋がりがますます重要になり民生委員・児童委員の役割も一層大きなものに
なってきています。
地区民生委員・児童委員はそれぞれ担当する地区で身近な相談相手として介護や子育て等

福祉に関する様々な相談に応じ行政や関係機関と連携、支援先に
つなぐ「パイプ役」として活動しています。

法律で定められた守秘義務があり、ひとり暮らしの不安や子育ての
悩み、生活に関する事などお困りの時は安心してご相談ください。

ひとり暮らしの方々に富士見が丘地区社協から助成金をいただき
食事会の開催やふれあい忘年会そして日帰りバス旅行等、毎年恒例
になっており参加者が楽しみにしている行事になります。

民生委員・児童褒賞は
あなたの相談相手です
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富士見が丘地区社会協議会
副会長小林俊彦（下和泉住宅）

日頃から、社会福祉協議会に対して、ご支援ご協力を頂き膏難うございます。
富士見が丘地区は社会福祉脇議会をはじめ、連合自治会、経営委員会がお互い
に総力し「安全で安心な町づくり」に取り組んでおります。子供からお年寄り
一人暮らしの方から障害のある方まで、誰もが富士見が丘に住んで良かっだと

思える町を目指しております。泉区社会福祉協議会には、12の地区がありそれ
ぞれの地域に合った活動をしておりますが、富士見が丘地区の特徴の一つが
各団体への支援事業です。この地域で活躍されている13の団体（サロン、子育て、

鰹康増進、一人暮らしの食事会、高齢者見守り、認知症予陳等々）に、助成金を
お渡しして活動の支援を行っています。皆様も、それぞれの立場で自分のできる

ことを活かして、活動に参加してみませんが？これからも「住みよい町づくり」
のため、各種団体や行政と連携して取り組んでまいります。 平成29年度定期総会
皆様のご支援、ご協力をお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　みなみコミエディハウス

富士見が丘地区社協平成29年度役員（順不同、撒称略）

役職　　氏　名　／自治・町内会 

会長本郷守男　和泉第一 

強暴誤篇：麗住宅 
烏‾‾長鈴木光政　富士塚 

衰哀痛港敏男　車和泉 

虻田　勇　　下和泉住宅 

尾崎踵手　下和泉住宅 

高村まゆみ　赤坂 

事　須藤テルヨ　本郷 

務襲黒信杉，木 　　　下和泉住宅 

局i後藤博美　壷屋 

：堀川寿夫　元木 

石井恵子　富士塚 

庖野善博　壷屋 

役職∴　氏　名 �自治・町内会 

：鈴木智博 �赤坂 

楼内菊代 �下和泉住宅 

襲：鷲需業 �陣屋 …富士塚 

事谷口忠男 �亭郷 
大川武夫 �元木 
i片野隆志 �；杉ノ木 
：八木勇菖 �i和泉第一 

役埠　氏　名；自治・町内会 

会計重商健三　富士捺 

会計 �中嶋光代　和泉第一 
監査‾ �漆容好子　‾‾赤枝 

役高　氏　名　　自治・町内会 
i後藤博美　陣屋 

商業手　　下和泉住宅 

横内菊代　下和泉住宅 

胱原志津江∴下和泉 
良庵等トミ子　高菜第一 

生　三竹之内カツ江／和泉第一 

都回田洋子　‾亭主姦 
関水寛之　元木 
一美港口久子　杉ノ木 

＿益子真弓”富士塚 

虻＼林奈美子　和泉第一 

役職　　氏　名　　自治・町内会 

膚塚洋子　富士塚 
福／武藤ユリ　　赤坂 

利　斉藤トモ手　車泉第一 

厚‾藷課業 
坐　高之内カツ江竜泉第一 

都　庇原志津江吉和泉住宅 

海谷美代子亭和泉住宅 

広報鈴木隆治　陣屋

役職　　氏　名　　　　自治・町内会 
＝中田勇　　和泉双葉余事 

福‾針谷博文　加東双葉会 

祉 �楕語義　和泉第二双葉会 吉田ミサ子和泉第二双葉会 

1 部 �関根将恵　富士塚万年青会 

山田玲子　五泉第一春光会 

須藤テルヨ　志郷すこやかクラブ 

細田久光i元木元気会 

氏　名　　　　自治・町内会

連子　下和泉住宅

、石井恵子　信士塚 

福 祉 �成田洋子「富士塚 吉野喜久枝や東条二 
長谷川スミ子　下和泉住宅 

山本ツヨエ　‾赤坂 

2 部 �掘篭トミ子　和泉第一 

後藤孝子　重患第一 

河野好子　下和泉住宅 

鈴木隆洛　南屋 

片野睦子　し杉ノ木 

廊丙改　　元太 

泉区社協広報・地区代表山村まゆみ（赤坂）

・奉務局＝自治・町内会の代表者及び各部長（役職の最上部署）　、

・理事＝自治・町内会長又は、副会長等代行者

・民生部＝各地区民生児童委員及び主任児童委員

・穏和厚生部＝各地区活動協力者

・福祉1都＝各地区老人会代表・福祉2部各地区保健活動推進委員ノ
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