て︑ ボラ ンテ ィア の
時期に子育て支援サー
クル ぷに ゅぷ にゅ 会
を立 ち上 げ︑ 現在 は
乳幼 児の 担当 をさ せ
て頂いています︒
児 童館 では ︑月 に
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
一度 すく すく ひろ ば
とい う民 生委 員さ ん
主催 の子 育て サロ ン
を設 けて いま す︒ こ
ちら には 子育 てに 強
い味方の先輩ママ達︑
通称 ぷに ゅぷ にゅ メ
ンバ ーが 加わ り︑ 季
節の 歌や 手遊 び︑ 体
操︑ ふれ あい 遊び な
ど︑ 親子 で楽 しん で
頂い たり ︑誕 生月 の
子ど もさ んに は記 念
の手 型足 型の プレ ゼ

ン トを して いま す︒
ま た︑ お母 さん 方の
癒しにハンドマッサー
ジ のリ ラッ クス タイ
ム もあ りま す︒ ０歳
か ら対 象と して いま
す ので ぜひ 気軽 にお
越 しく ださ い︒ 同じ
０歳 からを対
象と した毎月
第１ ２３︑木
・ ・ ・
曜日 はぷにゅ
・ ・ ・ ・ ・ ・
ぷに ゅひろば
を行 っていま
す︒ すくすく
ひろ ば同様︑
この 時期なら
では の遊びを
中心 に︑行事
に合 った製作
から 遊具遊び

ま で幅 広く 体験 して
頂 ける 場と なっ てい
ます︒
新 しい 出会 いが 待っ
ていますよ︒
﹃ はじ めの 一歩 ﹄ど
う ぞお 待ち して おり
ます︒

右、嵯峨野秋街道町25
ＴＥＬ：075-882-1711

右、嵯峨明星町29-1

ＴＥＬ：075-871-78

嵯峨野児童館へ﹃はじめの一歩﹄

い出 迎え ︑そ して 民
生委 員さ んが 気さ く
に話 しか けて 下さ っ
てす ごく 安心 した こ
とで す︒ あの 嵯峨 野
児童 館と の出 会い か
ら始 まり ︑長 男︑ 次
男︑ 長女 とど れだ け
ここに通ったんでしょ
うか ︒親 子で かけ が
えの ない 時間 とな り
まし た︒ 同年 齢の 親
子と の出 会い にも 恵
まれ まし た︒ そん な
ご縁 もあ り︑ 元々 子
ども と関 わる 仕事 を
して いた こと もあ っ

嵯峨車折神社前店

嵯峨車折
神社前店

嵯峨野店

子育て支援サークルぷにゅぷにゅ会
佐藤 玲子
今か らち ょう ど十
年 前︑ ﹁児 童館 って
ど んな 所な のか な﹂
と ドキ ドキ しな がら
三 ヶ月 の長 男と ﹃は
じ めの 一歩 ﹄を 親子
で 踏み 出し たの がこ
こ嵯峨野児童館の
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
す くす くひ ろば でし
た ︒私 は初 めて の子
育 てに 戸惑 い︑ 手探
り の毎 日で とに かく
無 我夢 中だ った こと
を思い出します︒
児童 館の 最初 の印
象 は職 員の 方々 の丁
寧 な挨 拶や 気持 のい

医療法人河端病院 事務長 松田
河端病院はJR太秦駅前に移転して無事5周年を迎えようとしています。こ
れもひとえに地域の皆様に愛され支えられてきたおかげです。職員一同厚く
御礼申し上げます。
さて、日本は世界でもトップクラスの長寿国であります、そして超高齢化
社会に突入し、健康寿命を長くすることが不可欠であります。健康寿命を長
くするには、加齢による体力低下をできるさせないこと。また、万が一けが
をしたり病気になってしまったりしても速やかに回復させることがとても大
切だと思います。
健康寿命に欠かせない事の一つとして「リハビリテーション」があります。
「リハビリテーション」（Rehabilitation）は、re（再び、戻す）とhabilis
(適した、ふさわしい)から成り立っています。つまり、単なる機能回復では
なく、「人間らしく生きる権利の回復」や「自分らしく生きること」が重要
で、そのために行われるすべての活動がリハビリテーションという事になり
ます。
『今までリハビリテーションとは、病気、けが、老化現象など様々な原因に
よって生じた心身の障がいに対して、その障がいが元の状態に戻るような訓
練を行うことだと考えられがちでした。しかし現在は、障がいを治すだけで
はなく、障がいを持った人が障がいを持ったままでもより良い人生を送るこ
とができるように支援を行っていくことが重要であり、そのためには、今ま
での生活の中で「できなくなってしまったこと」や「こんなことがしたい」
という希望に対して、本人を支える人々や残された能力を最大限に引き出し、
一人一人の人生にあった生活能力を獲得して、豊かな人生を送るようになる
ことが大切で、それに加えて、予防の観点から、日ごろ生活に運動を取り入
れることも重要なリハビリテーションです。』（ホームページより）、医療
の根本QOL（生活の質）の向上であり、リハビリテーションも同じだと思い
ます。医師や専門家に相談されながら自分
自身でのリハビリテーション（運動やレク
レーションなど）を行ってみてはいかがで
しょう？
健康寿命が長く、みんなで支え合う『暖か
い社会』でありますよう心より願っていま
す。

嵯峨野の﹁駅﹂を目指して

とは出来ないけれど︑
力になってくれる人︑
聞 いて くれ る人 等誰
か と誰 かを 繋ぐ 役割
は 出来 るか もし れま
せ ん︒ 又嬉 しい 事︑
楽 しい 事み んな でや
り たい なあ と思 う事
等 ちょ っと つぶ やき
に 来て 頂け たら ︑地
域 で出 来る かも しれ
な い・ ・・ そん な可
能 性を 広げ るお 手伝
い も駅 なら では の役
割 ︑そ こに ある だけ
で ︑人 が通 い集 い情
報 が集 まっ てく るな
ら ︑そ れを 必要 なと
こ ろに しっ かり 送り
届 ける のが 私た ち駅
員 の仕 事だ と思 って
います︒
駅は いつ でも ここ
にありますよ！！！

『健康寿命とリハビリテーション』

京都市嵯峨野児童館 館長 飯吉 昌子
嵯 峨野 児童 館で 勤
務さ せて 頂い て早 十
八年 すっ かり 地域 住
民の よう な気 持ち で
日々 過ご させ て頂 い
ております︒
日 頃は お便 りの 回
覧等 皆様 には 大変 お
世話 にな り本 当に あ
りがとうございます︒
児 童館 は︑ 乳幼 児
親子 から 中高 生ま で
幅広 い年 代の 子ど も
と地 域の 大人 の方 々
に利 用し てい ただ け
る場 所で すが ︑通 り
すが りに 声を 掛け て
頂け る︑ ちょ っと 立
ち寄 って 頂け る︑ そ
んな︑駅︵ステーショ
ン︶ のよ うな 存在 で
あり たい と日 々思 っ
ています︒
駅 はい ろん な方 が
出入りします︒
何処か へ行
く通過 点で
もあり ︑待
ち合わ せ場
所でも あり
ますが ︑そ
こで生 まれ
るドラ マは
数々あ りま
す︒悩 み事
困りご とを
抱える 方も
たくさ んい
らっし ゃい
ます︒ 私が
解決す るこ

嵯 峨野だよ り
（５） 平成３ ０年６月２５日 第２７号

