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平成29年度、富士見が丘堪区社協活動は、皆様のご支援
ご協力を戴き予定通り終了する事が出来、感謝致しており
ます。又私選の活動の大切な資源となっている賛助金への
ご協力に対し重ねて御礼申し上痛まず。

会甚本郷守男

この地域では、地区社協並びに連合会、経営委員会その
他の揺動団体と連携を取り合い住み良い町づくりに取り組ん
で誇ります。30年催事等は4月29日（日）社協総会で決まり
活動がスタートします。
皆様のご参脚を誇待ちしております。
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轡 第3鵜・富士見が丘地区地域福祉保健計画推進委員会
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冨樫1：地域瀞削こ劉nする、きっかけを作ろう
目標2：災害時に強いつ於がDを作ろう
自壊3：身近縄所で健康づくりを進めよう
目標4：地域の中で「睦がい」に対する理解を深めよう
自壊5：地域で手書てを庵綬しよう
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当地域内で活動する76団体の拷様と呉に地域福祉保錘計画が進められており、
去る2月18日（日）第2回推進委員会が開催されたので、その内容をお知らせします。

弼 韓鯛発表「ネットワークで移動を考える」
29年10月より発足した、近く居場所への参畑が困難に凝った方を対象に
特別養護老人ホームの車両を活用した送迎活動について。

艶麗纏整籠
詑）憲蒐交換会
（1）の事例発表と英に「困りごと、ちょっとした工夫で鰭決できそう溶事」
各グループ毎に憲見交換会を通し参加者から
〇時義の送迎対象が他にも広がればよい。
○普段の買い物が大変、移動販売車があればよい。
○施設からば送迎のドライバーが不足している。
等の愚見が出されました。

2月20日（火）一之翌日（木）泉区役所区民ホール

饗室蘭。纂闇避醗艶蟻強運醒醗醸癖
2月20日〜22日の3日間区民ホールで、29年度第3期泉区

地域福祉保鰹計画推進イベントが開催されました。
地域の活動や各団体の取組みについて、体験コーナーや
展示パネルで紹介されました。
29年度の富士見が丘地区各団体の、地域福祉活動も紹介
されていました。
体験コーナーでは、富士見が丘地区保活推進員が健康
チェック（足指カ・体組成）に参加しました。
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富士見が丘地福展示パネル
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活動は草木の党是をすることも
多いので︑自分で手入れの仕方を
謁べて勉強にもなります︒
依頼者の言葉が励みになります︒

泉区社会福祉協議会・泉区役所保燵事業当発行のパンフレットに、掲載されている
「お品書き」について、富士見が丘地区代表委員の鈴木光政さんに、富士見が丘
福祉の会の活動の様子「草木の勇定」と共に紹介して頂きました。
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富士見が丘地区

第8回地域福祉保健計画推進幹事会
3月22日（木）富士塚自治会館

第8回・幹事会が開催され、富士見が
丘地区福祉団体代表10名と、区役所、他
の支援チーム7名の出席で、29年度の
「活動まとめ」と30年度「活動目標」の

確認をしました。又「PRパネル」の見喧
しの悪鬼交換もされました。
窮3類纂匿鞄域福紐計画墓蕊躍愈
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支援団鰊・活動繍鎗
和泉第一町内会・高齢者居場所
（コミュニケーション）

轡醗韻醗讃躍顕
泉区社協並びに地区社協他からの助成を裁
き活動している居場所も10年を迎えました。
家に引きこもらず外へ出て、友達同志でオシ
ャペリ目的にした居場所は、年間40−50回
参如者も40鎚㌔jOQ名を襲えます9
開催日：毎週木曜日午前9時〜12時
参加者：100円／1人 お菓子、保険代
会場の準備等は世話人が担当してくれます。
参加者は昼軽食も楽しみの一つとなっています。

2月11日み繕みコミュニティハウス

。幸唾も

Aクラス

Cクラス

替籠鴫辞盤の韓璃くん群議
c傍帝晃語鼎轟蘭鰻鰯鞘∴

（富士塚）

今年で四回日になる囲碁大会が
2月11日（日）みなみコミュニティ

（和泉第一）

（下和泉住宅）

・撃廣勝富木博 ・輩優勝弓削福太郎・準優勝石井紀男
社撥・小椋圃会長

ハウスに播いて閲解され、小学生2名を含め
21名が参加されました。今回は、小学生の
参加が2名だけの為クラスを上げて参加され
袖崎君が見事Cクラスで擾勝されました。
大会は、3クラスに分かれて熱戦が繰り広げ
られ、判定に持ち込まれる場面もありました。

大会綴了後は、表彰式・懇親会も開かれ、
お互いに鰹闇をたたえ合い、和気あいあいの
うちに薬年の誌会を馨い合い散会しました。
（各クラスの入賞着は右記通りです）

（下和泉住宅）

（富士塚）

（富士塚）
・三位横山雄一

・三位申込利昭 ・三位近江隆姪
（和泉第一）

（和泉第一）

（和泉第一）
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闘閏団円

3月8日（木）一人暮らし善バス旅行会

社憶・鈴木掌務局長

ひとり暮らし者ふれあいバス旅行を雨の中実施
致しました。参加者は総勢53名で、コースは
下飯田セブンイレブンを7時30分地発し、密集金地
慮∴鴨池言∴∴．∴
i敦速＝盈誓醜聞閲畷∵畢避薮 から→アクアライン→通の駅南房「アロハガーデン」
→館山「シーサイドホテル」にて、楽しい昼食→枇杷
「∴㌣∴∴葺 くヽ 蟻蚤 ∴∴言＼＿一 事∴「キ∴∴一一；
∴∴∴ i翳讃鰹i／￣醸 議題i畿闇麗寵
槙楽部→紬蔵酒造→アクアライン→を経て各盤発砲
達の敏おおっの里・確保楽離
に戻って来ました。雨は小雨で、それぞれの見学には
あまり支晴はなくガイドさんが車内を楽しく和ませて
くれて楽しい1日となりました。常日頃お世話いただい
ている、民生委員の皆さん、各役員の皆さんご協力有
難うございました。
∞

主題∴∴：
館山シーサイドホテル

1月17日（水）

⑧山薪椿寺議題欝露喜取締官
雨模様の中一路、成田山新勝幸
へ向かいました。今回は3年ぶり
の参加でした。参道は初詣の客

社協●寓語次長 で相変わらず人が多かったでず。

昼食は「美食のランチちよ福」で皆さん堪能
されたようでした。午後からは水の郷の散策、
古い家並みを自由見学、香取神社へと向かい
ました。この頃から雨が激しくなり、参拝もそ
こそこに婦途に就きました。
参加された皆様ご苦労さまでした。
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1月14日（日）さくら広場

八木運命会長

今年も快晴のもと、下和泉住宅、富士塚、赤坂、陣屋
杉の木自治会、元木、和泉第一町内会から約500名の
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みなさんが「門松」「しめ飾り」など持ち寄りどんど焼きに
参加して頂きました。
雷鳥ぎ親電賠嗣絵描し劫簡舗薙ぎ畢盟適え駕態輔額縁も誘謹轄
鋳鯵轟嬢等昌朝憲患って、炎告と勧篭鼎邁違憲曝畠宮津巧い蕃常。
謹烏蕾醸雷電苑盆の「鯉鬼火直選鎧兜」を醗戟韮諦怒「無籍軸の
皿握の塵薫き雷電。

小学生錘撃
から兎タ一書

男婆の蟻酸3．

綾隠一駿の部
連続亮ました。

金談密事2種目で競演奮い
裳、ウオー某ン夢大会ほも

書見28日（菌）墳胴避水地公園
終了後には、焼きそばと
逮 豚汁が振るまわれました。

果詰むヅ躍進襲蔑鞄
犬舎は擬洗った役環の
轡繕鶉嬢れ撥でし浩。
門30毎度e総会閲鰭宙
★4月29日（日）
みなみコミュニティ

鱗駕
講師：フード弄サイン研究所・川平氏

蓬

田語間固

主催：防災部 3月3日（土）富士塚自治会館

山村防災部員

・富士見が丘社会福祉協議会

大川陽災郡長

鍋をよごきずに、水や調味料を最小限の量で、一度に複
数の料理ができて、災零時に役立つ「ポリ袋クッキング」
は、真空謁理と言うちゃんとした調理法です。健康的で誰
でも簡単にできます。良いことずくしの調理藩です。是非
覚えておきましょう。
雪￣一読一骨￣ 曇云

董
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（10時〜11時）

・福祉の会（11時時〜12時）
★4月30日（月）
みなみコニュニチイ

・富士見が丘連合自治会
（9時30分〜11時）

・富士見が丘地区綬営委員会
（11時〜12時）

恕韻議発語はついて
29年度は6・10・12・1月の年4回
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発行しました。30年度も年4回の
発行を計画しています。一つでも

多くの活動内容や僑報を伝えたい
と考えております。

