富士見が丘地区社会福祉協議会・広報部発行責任者鈴木隆治（陣屋）

八木勇喜新会長挨拶

董姿第醍寒鮒芸当≡麦三重≡塞三三妻空室≡主幾

（所属和泉第一町内会顧問）

新緑を迎え穏やかな日々をお過ごしのことと存じます。
日頃から富士見が丘地区社協活動に、協力をいただきありがとうございます。
鈴木光政前会長から新たに会長に就任しました八木です。富士見が丘連合
自治芸会長を5年間努め令和3年度で退任しました。現在は和泉第一町内会
顧問をしております。
新型コロナウイルスで地区社協自主事業も令和2年度、3年度と2年間中止になりました。
しかし13支援団体の皆様はコロナ対策をして活発に活動されております。
新型ウイルスオミクロン株感染症が心配され、4年度の総会も書面表決で各議案が可決
されました。その中でも自主事業は、コロナ対策をし工夫を凝らし活動をしたいと考えてい
ます。そのためには皆様のご協力なしでは出来ません。
新人ですが、子供から高齢者の皆様が安全、安心、に暮らせるよう取り組んで参ります。
是非、皆様のご協力をお願い申し上げます。

田口耕二副会長兼事務局長挨拶

鈴木光政前会長退任挨拶

き㈱逓醐建鰻肇運ぶ遽酬泣
く所属富士塚自治会）

令和4年度、副会長兼書記局を担当
することになりました田口です。
富士見が丘地区社会福祉協議会（地区社協）は新
型コロナウイルス禍のため2年間、計画した事業がで
きない状況が続きました。
事後はコロナの状況にもよりますが、安全安心を担
保しながら工夫をして事業を進めて行きます。地域内
の福祉活動の現状は子育て支援と共に高齢者・独居者
の見守り、居場所づくり、健康支援など高齢者向け事
業の充実も求められています。これらの事業の支えと
なる原資は賛助会費と言う寄付金です。そのため地区
社協は豊助会費集めも重要な役割と考えて、自治会・；
町内会を通じて皆様にお願いしています。富士見が丘：

墨冠裟蓋琵警護琵琶藍董
ほど、お願い申し上げます。

；
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（所属富士塚自治会）

日頃は、富士見が丘地区社会福祉協議会の
活動にご理解、ご協力賜り厚くお礼申し上
げます。
新型コロナウイルス蔓延により、昨年に続き自主事業に
つきましては誠に残念なことでありますが、全て中止
とさせていただきました又、私は長年地区社協会長と
して努めさせていただきましたが、この度退任させて
いただくことになりました。
今後は八木勇書（和泉第一町内会）新会長のもと、新体
制で地区社協を盛り立てていただきたいと思います。
長い間本当にありがとうございました。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

士兄が丘地区
定期総会」書面表決
令和3年度の定期総会は、新型コロナウイルス感染
防止のため、本年度も書面表決に変えさせていただき
ました。5月5日を締切りとして代議員29名に書面表
決書を提出いただき、5月8日に和泉第一町内会舘に
於いて、理事（各自治町内会会長）に立会人になってい
ただき、その結果1号議案、2号議案、3号議案とも全員
賛成で可決されました。 （令和坤5月8日和泉第一町内会館）

●令和3年度収支決算

収

入

1，116，835

実施 日

事

高齢者麻雀大会
第一回 介護者交流会

講演会

13日（土）
9月18日（日）

支

出

646，686

繰越金
470，149

●令和4年度収支予算
会計担当

海谷美代子

（下和泉住宅）

収

入

1，848，149

支

出

1，444，000

予備費
404，149

富士見が丘連合まつり

第二回 介護者交流会
囲碁大会

一人暮らし

オセロ大会

バス旅行

11月12日（土）
12月 4日（
5日（日）

3月2日（木）
3月12日（日）

※コロナ感染の状況によっては日程変更や中止にします。

應赤し羽根共同募金

令和4年度（2022年）役員紹介（敬称略）
深澤達人

氏 名
庄司さをみ

所属（自治町内会）
下和泉住宅自治会副会長

掘篭トミ子
安斎 俊三

和泉第一町内会副会長（新任）
富士塚自治会

池田 一樹 陣屋自治会副会長（新任）
田丸 一弘 元木町内会副会長（新任）
富樫 春樹 赤坂自治会副会長（新任）
山村まゆみ
赤坂自治会顧問
美濃口 政志 杉の木自治会副会長
谷口 忠男 本郷町内会副会長

後藤博美

氏

名

所属（自治町内会）

松島康夫 赤坂自治会会長（新任）
高田 孝
下和泉住宅自治会会長
深滞 達人 陣屋自治会会長（新任）
渡達 雪子 富士塚自治会会長（新任）
須藤テルヨ
野崎 茂二

片野義隆
志賀 勝美

本郷町内会会長
元木町内会会長

杉の木自治会会長
和泉第一町内会会長

和田 真由美 元木町内会（福利厚生部部長）
横内 菊代 下和泉住宅自治会（福祉1部部長）
竹之内カツ江 和泉第一（社協・福祉2部部長）（新任）
鈴木 隆治 陣屋自治会（社協・広報部部長）

氏 名
所属（自治町内会）
横内 菊代（部長） 和泉双葉会会長（新任）
堀川 寿夫
元木元気会会長
安西 幸男
富士塚万年青会会長
石地 幸恵
和泉第一寿光会会長

氏 名
所属（自治町内会）
和田真由美（部 長） 元木町内会
茅野千賀子（副部長） 陣屋自治会
竹之内カツ江
和泉第一町内会
小林君代
和泉第一町内会

佐藤悦子

赤坂自治会

北原志津江
小倉 栄子

下和泉住宅自治会
下和泉住宅自治会

陣屋自治会（民生部部長）

氏 名 所属（自治町内会）
中嶋 光代 和泉第一町内会
蒲谷 好子 赤坂自治会

鈴木隆治（陣屋自治会）
堀篭トミ子

援助成事業・支援団イ
健康づくり活動（保健活動推進員）

健康体操＆ウオーキング
≪場 所≫みなみコミュニティハウス
≪開催日≫第一火曜田・第三火曜日
士

★Aグループ 9：15〜体操10：00〜ウオーキンワ
★Bグループ10：15〜体操11：00〜ウオーキング
、・坐コ
琴

子

佐

加藤 抄織
商都 久子
鈴木 隆治
田丸 昌人

泉住宅自治会
下和泉住宅自治会
下和泉住宅自治会
陣屋自治会
元木町内会

等

下

淡の一太・白う

∴㌢∵■二十二

義堂勤瞳地麒麟過勤機扮

（敬称略）
脚■■■F

轟齢者居場所づくり（袋裏表等謂）
令和4年度、和泉第一高齢者居場所
づくりは、コロナの状況を見ながら
毎月第−、第三木曜日に実施するこ
とで進めております。特に享年は15
周年に当たりますので、細やかな記
念日としてのお祝いを計画しており
ます。
75同年記念等一弾！！

沖縄三線の会「や−る一季」演奏会

脚■▼

代表後藤博美
（陣屋自治会）

令和4年5月18日（木）

和泉第一町内会館

陣屋健康体操クラブは開始から8年目を迎え
、陣屋自治会館で毎月第2金曜・第3金曜に開催
しています。体操指導委員2人の先生からいつ
までも健康でいられるよう日常生活で気を付
けることなどレクチャーしていただき、正しい姿
勢や呼吸法、上手な筋肉の使い方、身体を動か
しながらの脳トレなどもあり、楽しく元気に身体

至堅甲、し三㌧やモ

あやめ会は、下和泉住宅自治会の会最の皆接が安心、安全、健康で暮ら
すことができるように、病院や外出支援等の送迎活動を行っています。
2021年度は、コロナウイルス感染症の影響で利用件数：2，890件でした。
従来の利用件数は、4，000〜5，000件だったのでかなり減りました。
2022年度もコロナウイルス感染症の影響は続いており、いつ終息するの

かわからない状況ですガ、昨年同様、コロナ対策を行いながら送迎活動を
搭義 高田新会長 進めていきます。
会設立時から21年間活動されてきた佐久間幹雄会長が、2021年度で退任されます。2022年

ま、高田孝が会長として活動会員の皆様と共にあやめ会を推進していきますので、よろしくお

代表者後藤博美（民生委員・児童要員協議会）

・麹菌量
部長
誓緊挙妻！ 奴義盛義軍 ㌢■衰ヶう、一 、・・甜菜籠配達− ゾ巌．控等＿崇 後藤博美 （陣屋自治会） 担当地域

雲陣屋／赤坂地区違

益子眞弓
（富士塚自治会）
担当地域
富士塚地区

牽 副部長

高齢者見守り連絡会は富士見が丘地区民生委員
が中心になり高齢者の皆様が安心して暮らせる
よう見守り活動をしている連絡会です。
こんな活動をしています。
◆相談内容に応じて適切な関係機関につなげる
『パイプ役』
◆一人暮らし高齢者への訪問、見守り
民生委員が訪問活動をする時はしっかりコ
ナウイルス感染予防対策をして訪問、見守り活動
を続けてまいります。
何かお困り事やご相談などがありましたら、各地
域の民生委員にお声をかけて下さい。

葵一子南菓子 −■−…ふ♪（下和泉住宅） 担当地域 コ1班十8牲
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麹遠出主任児童委員

汽澤
（和泉第一）
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令和4年度を迎え新たな気持ちで前に進みたいですね。
相変わらず新型コロナウイルスによる社会生活の制約の中での活動は、色々な面で生活に不
便な思いをしている中で、事故のないように作業をおこなっています。
世の中高齢者化が進み福祉の会も活動会員の高齢化により減少しているので、現状は先細
り感が否めません。新規活動会員を募集中ですがなかなか応募者が無く、活動の維持が難しい
状態になってきております。何とか入貢を確保し存続させていきたいと思っております。仲間に

（雫驚豊潤若君）大子垢恵存志方函南幸吉入会し亭漕ぎ貢。■詭轟正面簸ずこ

＝ミ宍七三秀宋し′LLId、リ○討圧

してJ箸〃UL⊥Jオ

ニーデーざノネ一夕劇までお問合わせ下さし

専用携帯番号（090）・3343竜388

活

代表益子眞弓（富士塚自治会）

コロナも一進一退の様子で先が

まだまだ見えないこの頃ですが、
富士塚子育てサロンは感染予防を伝えながら通常
活動を再開しています。行事も地域の方々に協力し
て頂き、イチコ狩り、プール遊び、お芋掘りを計画し
ています。≪場所》富士塚自治会酷 く10：00〜11：30）
参加費1家族1回100円

菜三二三‡享京葦，士
月／日
5月18日
8月17日
10月26日
12月21日
3月22日

（8月・1月休み）

≪場所・時間≫下和泉住宅自治会館：13：00〜14：30
4月 4日
4月20日
5月 2日

月／日

行事（催し物）
身体測定（ダスキン）

9月21日

沖縄三線演奏会

レコードブック ー

11月 7日 日本舞踊
1月16日 ダーツ（景品あり）
2月・5日 ビンゴ（景品あり）
1月18日 かるた大会

5月18日 防災の話
6月 6日 大道芸
6月15日 輪投げ（景品あり）
7月 4日 フラダンス
7月20日 ゴルフ遊び

9月5日

行事（億し物）

10月 3日
10月19日

レコードブック
ポッチャ

所

内

容

子育てネットワーク連絡会は毎月定例会を開き、
地域の子供たちの為、何ができるか、話し合いをし
てお役に立てる横に頑張っていきます。良いアイデ
アが有りましたら待ちしております。

代表横内菊代（下和泉住宅自治会）

月／日

場

ゆめが丘農園
いちご狩り
富士塚幼稚園
プール遊び
（後報）
お芋掘り
富士塚自治会館 クリスマス会
富士塚自治会飴 お楽しみ会

フラダンス

錯

2月・6日 ポッチヤ
遽
2月15日 ポッチヤ ⑳ 手品 参議添
3月6日

ダスキン

謳

3月15日

今年度の主な計画
★サロンの交流会を行います
★地域の子育て支援や地域の
方にむけての講習会を行います
★芋掘りを行います

ゴルフ（景品あり）

第4期富士見が丘地区福祉保健計画（令和3年〜7年度）

法政嘘登紬鵬轟鰯蛮㈹監遠地箋肇酬簿頚当落義盛

〜わたしの町には〜富士見が丘地区施設紹介

「天王森の郷」施設活動をご紹介します

＊健康づくりとして、季節の変わり目で体調変化しやすい時期には、足ふみ
グーパーやひざ伸ばしグーパーなどの脳と頭のトレーニングをしています。
＊一緒に楽しめる場所づくりとして、季節にあわせた作品づくりをしています。
星」−」

行事計画・〔9月〕敬老会

〕クリスマス会〔3月〕

＊地域活動に参加するきっかけとして、月一回春光会（和泉第一町内会）
の社会奉仕活動と一緒に道路清掃の参加を予定しています。
＊春にはタケノコ掘りをし、たけのこ料理をつくっています。

