防災かまど復活

せつ かっ たこ とに 喜
びを 感じ まし た︒ 所
作︑ お供 え物 等︑ い
ろい ろな こと 一つ 一
つに 意味 があ るこ と
を教 わり ︑大 変勉 強
になったと思います︒
当日 は緊 張の 中で の
式本 番で した が︑ 教
わっ たこ とを やり 遂
げられ︑達成感でいっ
ぱい にな りま した ︒
良い 経験 をさ せて い
ただ き︑ 本当 に感 謝
しております︒
芋 粥も うま く出 来
上が り︑ 皆様 から も
﹁美味しかった﹂等︑

嵯峨野小学校ＰＴＡ本部
佐藤 由佳 泉屋 智子 野村 亜紀
昨年 度︑ 嵯峨 野小
学 校の プー ル横 に︑
防 災か まど が復 活し
ました︒
復活するにあたり︑
﹁ えが おワ ール ド﹂
で 防災 かま どを 使っ
た 芋粥 を提 供す るこ
とになりました︒
﹁えがおワールド﹂
前 日に は︑ 防災 かま
ど復活のための儀式︑
祓い式がおこなわれ︑
私 たち も参 加さ せて
い ただ くこ とに なり
ま した ︒参 加し てい
いものかと思いつつ︑
こ のよ うな 大役 を仰
あり がた いお言 葉
をいただきました︒
かまどのおかげで︑
﹁えがおワールド﹂
当日 も楽 しく過 ご
すこ とが できた と
思います︒
本 来は 防災用 と

嵐山寮小規模多機能施設さがの
介護支援専門員 鼻戸 秀美
嵐山寮小規模多機能施設さがのは平成22年5月に開設しました。地域の
皆様のお力添えを頂き今年で8年目を迎えることができました。事業所周
辺を散歩している時に近所の方々から「こんにちは」とお言葉をかけて
頂く事がご利用者や私たちの喜びとなっております。
「さがの」では、編み物教室を第3金曜日、書道教室を第2金曜日に開催
させていただいております。最初はご利用者とそのご家族、職員だけで
始まった編み物教室でしたが玄関先の看板を見て、「次の教室から参加
してもいいですか？」と、近くに住む方が訪ねてくださるようになりま
した。地域の皆様の居場所として活用して頂けたら幸いです。
そして、今年度からはさらに活動の幅を広げ、小学生の下校時間に
「子ども見守り隊」を行っております。子どもを見守るという地域社会
の役割を、ご利用者が主体となって担って頂いております。お立ち寄り
の際はご利用者の応援を宜しくお願いします。
地域交流スペースのハッピーサロンは、自治会の集まりなどにもご使
用頂けるよう貸出し時間を17時→20時まで延長しました。10名程度の小
さな集りの場にご活用ください。小さな事業所ですが地域の皆様ととも
に嵯峨野学区を一緒に盛りたてて行けたらと思いますので今後ともご意
見、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いします。
（ハッピーサロン申込先：871-0085）

発 行さ れる 黄色 いレ
シ ート を備 え付 けの
﹁ 嵯峨 野小 学校 ＰＴ
Ａ ボッ クス ﹂へ 入れ
る と１ ％が 還元 され
ます︒
去 年は 一輪 車を 購入
いたしました︒
嵯峨野小学校では︑
次 の回 収を して いま
す︒
①ベルマーク
②テトラパック
③アルミ缶︒
そ れぞ れに 回収 ボッ
ク スが 置か れて いま
す ︒皆 様の 御協 力を
お願いします︒
最後に川柳を少し

◎ベルマーク
集めたさきに
嵯峨野っ子
◎レシートも
黄色が出れば
地元愛

「嵐山寮小規模多機能施設 さがの」では
こんな活動をしています。

ＰＴＡ活動御礼とお願い
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嵯峨野小学校ＰＴＡ会長 畠中 勉
地 域の 皆様 には 日
頃よ り古 紙回 収の ご
協力 を頂 き御 礼申 し
上げます︒
回収 日に ︑多 くの 皆
様が 持ち 込ま れる 姿
を拝 見し 感動 いた し
ました︒
皆様 のお 気持 ちを 胸
に嵯 峨野 っ子 なら び
に未 来の 嵯峨 野っ 子
のた めに 役立 てて ま
いりたいと思います︒
Ｐ ＴＡ では 古紙 回
収の 他に も様 々な 活
動をしております︒
一つ 目に ベル マー ク
活動があります︒
ベル マー クは ︑お 子
様の ノー ト・ コン ビ
ニの おに ぎり 等な ど
様々 な商 品に つい て
おります︒
ま た︑ テト ラパ ッ
ク・ 使用 済み カー ト
リッ ジも ベル マー ク
の点 数に なり ます ︒
これ を集 めベ ルマ ー
ク財 団に 送る こと で
子供たちが学校で使
う備品を購入するこ
とができます︒
去年は黒板消しのク
リーナーを揃えるこ
とができました︒
次にイオンの黄色
いレシートキャンペ
ーンです︒
このキャンペーンは︑
毎月 日にイオン五
条で買い物された際︑
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して使用す るかま
どですが︑ 災害が
起こらず︑ 防災用
としての活 用がな
いことを願 ってお
ります︒今 後もこ
のような楽 しい企
画で︑防災 かまど
を使用して いただ
ければと思います︒

