児童館ボランティアサークル

北村 直子

てい ただき 発足 した
のが おば ちゃ 〜ん
ず です︒発足当時︑
﹃あ んなこ とや こん
なこ と︑色 んな 事を
していけたらいいね！﹄
とメ ンバー 全員 でワ
クワ クした 気持 ちで
話し ていた のを 今で
も覚えています︒
おばちゃ
そんな
〜ん ず の これ まで
の活動を紹介します︒
毎年 恒例と なっ たさ
がの えがお ワー ルド
では︑﹁クラフトブー
ス﹂ でコル クや 空き
瓶を 使った 素敵 な小

おばちゃ〜んず です！

『地域共生社会を目指して』

物が 作れ る体 験コ ー
ナー を出 展し ︑ご 好
評を いた だい てお り
ます︒
また ︑月 一回 ︑嵯 峨
野児 童館 のキ ッチ ン
をお 借り し︑ ﹁レ ッ
ツ クッキング ！﹂
とい う４ 年生 以上 を
対象 とし たお 料理 教
室も 開催 しま した ︒
最初 は包 丁使 いも ま
まな らな い子 ども た
ちが 回を 重ね るご と
に上 達し てい き︑ 料
理を 通じ て食 の大 切
さや マナ ー︑ 生き る
力を 気付 かせ てく れ
る貴 重な 体験 が出 来
たの では ない でし ょ
うか ？こ のほ か︑ ア
フリ カ在 住の 方を 招
い て子 どもた ち向 け
の 講演 会︑フ ラワ ー
アレンジメント体験︑
ハ ンド マッサ ージ な
ど ︑子 どもも 大人 も
巻 き込 んだイ ベン ト
を嵯峨野児童館で行っ
てきました︒
こ んな 世代を 超え た
つ なが りを創 造し て
おばちゃ〜
いく
ん ず にあな たも 参
加しませんか？
メ ンバ ーを随 時募 集
し てお ります ︒我 こ
そ は！ 私にも 何か で
き るか も？と 思っ た
ら︑嵯峨野児童館
︵ 窓口 ︶まで お気 軽
に お問 い合わ せく だ
さ い︒ 私たち と楽 し
く活動しましょう！

高齢サポート・嵐山（京都市嵐山地域包括支援センター）
主任介護支援専門員 中平 克樹
当センターは、嵯峨野学区と嵐山学区で生活している高齢者の心身
の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、
保健医療の向上及び福祉増進を包括的に支援することを目的として、
包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的
機関として京都市が設置委託をしています。
高齢サポートシンボルマーク
このマークが高齢サポートの目印です！
今年度は、「地域共生社会」をテーマに活動をしております。
地域共生社会とは、各制度において縦割りから丸ごとへ転換し包括的
な支援をおこなうことで地域の中で孤立しない社会を創り出すことを
目的としています。また、住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに
安心感と生きがいを生み出すことや地域の社会資源を活かし、暮らし
と地域社会に豊かさを生み出すことを目的として「我が事のように考
える」ことを目指しています。
毎年、大映通り商店街の協力のもと買い物で困っている方にお店の
方がどのように声をかけたら良いのかなど、「認知症高齢者声かけ訓
練」を実施しており、認知症を正しく理解し認知症になっても安心し
て暮らせるまちづくりを目指しております。その他には、小学校や児
童館の児童や嵯峨野学区の企業などで認知症サポーター養成講座を開
催しております。出前講座等の依頼がありましたら当センターまでい
つでもご連絡ください。
＜ご案内＞平成30年10月26日（金）秋のウォークラリー開催決定！
「参加申込受付中」
高齢サポート・嵐山（京都市嵐山地域包括支援センター）
TEL ８７１−０２００

﹁おばちゃ〜ん！﹂
か つて 嵯峨 野に も︑
こ のよ うな 子ど もた
ち の声 がそ こか しこ
で 聞こ えて いた ので
は ない でし ょう か？
親 や兄 弟姉 妹︑ おじ
いちゃん︑おばあちゃ
ん でも ない ︑で も気
軽 に話 しか けて いけ
る 近所 のお ばち ゃん
た ち・ ・・ ﹃そ んな
身 近な おば ちゃ んに
な って ︑子 ども たち
の 為に ︑私 と一 緒に
何 かし ませ んか ？﹄
と 嵯峨 野児 童館 の飯
吉 館長 から 声を かけ

嵯峨野 だより

（４） 平成３０年６月２５日 第２７号

さがのえがおワールド開催のお知らせ
誰でも入場できます。昨年参加者数３，０００人
・日時：平成３０年11月４（日）
・時間：１０：００〜１５：００
・場所：嵯峨野小学校中庭
・内容：① 遊びのコーナー
② 食べ物コーナー
③ ステージコーナー
④ フリーマーケット
⑤ 展示コーナー
⑥ 野菜直売コーナー
「赤十字募金」「社協賛助会員募集」「共同募金」ご協力御礼
車椅子の貸し出しについて
嵯峨野社会福祉協議会で車椅子の貸し出しを行ってい
ます。原則は１ケ月ですが、５台を所有していますので、
他に利用 が無ければ 申し出によって延長も可能です。
平成２９年度の利用状況は次の通りです。
・短期貸出：２台
４４日間
・長期貸出：１台 ３６４日間
ご利用ご希望の方は、どうぞ遠慮なくご連絡下さい。
正善 哲士
嵯峨野宮ノ元町38 ネオコーポ嵯峨野305号
TEL/FAX：０７５−８６１−０２７９

各学区自治会のご協力を得て、毎年５月に「赤十字募金」１０月に「共同募金」の
運動を、２月に「賛助会員」の募集を行っています。
嵯峨野学区では、自治会連合会・社会福祉協議会からご町内の自治会会員様にご協
力をお願いし回収額が次の通りとなりましたので、ご報告すると共に厚く御礼申し上
げます。
1）Ｈ29年度 赤十字募金（赤十字右京地区奉仕団に納入）￥１，２７８，７５０円
2）Ｈ29年度 京都府共同募金（京都府共同募金会に納入）￥１，１６６，０００円
3）Ｈ29年度 社協賛助会費（右京区社会福祉協議会に納入） ￥８７１，８００円
なお、賛助会費・共同募金は学区の様々な
行事に対して資金援助がなされています。
今後とも募集・募金へのご協力をお願い申し
上げます。

