防犯活動について

嵯峨野小学校 おやじの会

純

加藤

院長

濱 智生

た い！
子ど もと
一 緒に 地域 活動 に貢
献 した い！ ど んな
想 いで もか まわ ない
と 思い ます ︒ぜ ひ声
をかけて下さい！
地 域の 皆さ ま︑ ﹁お
や じの 会﹂ に温 かい
ご 支援 とご 理解 ご協
力 のほ ど宜 しく お願
い申し上げます︒

〒616-8322
京都市右京区嵯峨野芝野町2-1
TEL：075-863-5533 FAX：075-863-5540

副会長

てい るの は︑ 地域 の
一大 イベ ント にな っ
た﹁さがのえがおワー
ルド ﹂へ の活 動参 加
です ︒年 々参 加者 が
増え てい る一 大イ ベ
ント です が︑ その 活
動を 通じ て知 った こ
とは ︑地 域に はた く
さん の活 動団 体が あ
り︑ 協力 し合 って 地
域を 支え てい ると い
う事 でし た︒ たく さ
んの 人の 想い が集 ま
り︑ 良い 地域 づく り
を目指して協力し合っ
てい る事 ︑と ても 素
敵な こと だと 思っ て
います︒
﹁ おや じの 会﹂ は
随時会員募集中です︒
会員 は男 女関 係な く
小学 生の 保護 者な ら
だれ でも OK
！ 子ど
もと 何か を通 じて 遊

あなた自身の健康の正しい知識を提供する

診 療 時 間
月・火・木・金曜日 午前:9:30〜12:30
午後:2:00〜7:00
土曜日 午前:9:30〜12:30
午後:2:00〜4:30
休診日 日曜日・祝日・水曜日

さがのあおい歯科

せて 楽し んで いる の
を見 て︑ とて も充 実
した ひと とき でし た
が︑ この よう な楽 し
い企 画を おや じの 会
がし てい ると 知り ︑
自分 も何 か協 力し た
いと いう 想い で単 身
おや じの 会に 飛び 込
みま した ︒お やじ の
会諸 先輩 方が 温か く
迎え てく れた 事感 謝
しています！
そ れか ら数 年︑ 出
来る 範囲 で活 動に 協
力し てい ます ︒例 え
ば小 学校 ビオ トー プ
を子 ども たち と一 緒
に清 掃し たり ︑ざ り
がに 釣り の企 画運 営
など︒特に印象に残っ

当院は昭和43年嵯峨野宮ノ元町に開設されました。その後昭
和47年に現在の開町三条通沿いに移転し今年で設立50年を経て
現在に至ります。当初より地域に根差した診療所として来院さ
れた患者さんには疾患領域問わず相談に乗っています。平成22
年に現院長に交代してからは投薬、手術、リハビリ、介護を組
み合わせて慢性の痛み軽減と歩行障害の改善の治療に取り組ん
でいます。また専門領域である関節リウマチや乾癬の生物製剤
治療を積極的に行っています。
右京区も高齢化が進みご夫婦2人、独り暮らしの方が増えてい
ます。歩行障害で市内へ受診するのも大変になってくる方も増
えています。当院を中心に診療所、病院、介護施設を含めたネッ
トワークをつくり地域の患者さんを地元でケアすることを目指
して、診療所ではあまり例のない地域連携室を設置して活動し
ています。当院の地域連携室は本人やご家族さんがいつでも必
要なケアを受けられるよう気軽に相談できる「患者さんの相談
窓口」となっております。今後は医療機関を受診されるか迷っ
ている患者さんにも気軽に立ち寄っていただけるようもっとオー
プンなカフェのようなイメージを目指しています。
当院の地域連携室は地域の診療所、病院、介護施設などと連携
し単に施設を紹介するだけではありません。紹介後の患者さん
をフォローできるように経過をフィードバックしてもらってそ
の方の総合かかりつけ医となるようにしています。
健康観は人それぞれであり、それぞれの健康観に寄り添いな
がら、当院が地域のみなさんの健康に少しでも寄与できるよう
これからも努力して参ります。

︿一緒に活動を通
じ てみ んな の笑 顔感
じませんか！？﹀
昨年 度よ りお やじ
の 会副 会長 を務 めて
おります濱智生です︒
ど うぞ よろ しく お願
い致します︒
おや じの 会っ て何
をしているのだろうっ
て 思う 方た くさ んい
る と思 いま す︒ 私も
そ の一 人で した ︒お
や じの 会に 入会 した
き っか けは ︑息 子が
小 学生 にな った ある
日 学校 のビ オト ープ
で ザリ ガニ 釣り をす
る とい うお 知ら せを
見 て参 加し た事 でし
た ︒息 子が 目を 輝か

小室整形外科医院 地域連携室

小林 嘉夫

◎ さが の子 ども 見守
り隊
・ 午前 七時 から 三十
分 御所 ノ内 公園 の巡
回と清掃
・ 午前 七時 三十 分か
ら 一時 間程 度登 校の
児童の見守り︒
・ 学校 の南 側及 び児
童 館の 前の 草抜 き︑
溝掃除︒
◎蜂ケ岡中学校関係
・ 八月 ﹁ク リー ン作
戦﹂
・ 蜂ケ 岡中 地生 連合
同地域パトロール
以上 の様 な内 容で
一 年間 取り 組ん でま
い りま す︒ 住み 良い
嵯 峨野 作り に今 後共
地 域の 皆様 の御 支援
御 協力 よろ しく お願
いします︒

「連携を通じて地域の総合かかりつけ医療機関を目指す」

嵯峨野防犯推進委員
防犯推進委員とは︑
地域 の防 犯活 動を す
るた め︑ 京都 府右 京
警察 署長 ︑右 京防 犯
協会 長か ら委 嘱さ れ
た嵯 峨野 の推 進委 員
二十 一名 で活 動し て
いま す︒ 地域 住民 の
方々 の防 犯に 役立 つ
よう な右 京警 察署 ︑
嵯峨 野交 番所 ︑右 京
防犯 推進 連絡 協議 会
の方 々と ︑常 に連 絡
して 左記 のよ うな 活
動を実施しています︒
︻活動内容︼
◎嵯 峨野 学区 防犯 パ
トロール
・毎 月第 一︑ 第三 木
曜日 午後 八時 から 一
時間 程度 ︑無 灯火 の
自転 車に 注意 ︑戸 締
りの 呼び かけ ︑公 設
外灯 点検 ︑道 路の 破
損箇 所を チェ ック し
て西 部土 木に 修理 依
頼︒
◎広報啓発活動
・月二回大型スーパー
等の 前で 振り 込め 詐
欺の チラ シ︑ 自転 車
盗難 防止 用ワ イヤ ー
ロックを配布︒
・毎 月二 十日 ︑﹁ 右
京安心安全防犯の日﹂
と定 め︑ 大映 通り で
も同様の取り組み︒
・十 月秋 の防 犯活 動
は︑ 嵐山 中ノ 島公 園
から天龍寺までパレー
ド︒

嵯 峨野だよ り
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小室整形外科医院地域連携室
電話075-871-0551
Fax075-871-0552
メールinfo.koc21@gmail.com

