各位

[丸文字太字は議案書に追記箇所]

平成29年8月9日
下福田ｺﾐｾﾝ : 19:30～20:10
出席25人

平成29年8月度 渋谷西地区社会福祉協議会企画奉仕部会議事録
出席【下線欠席】有山、石井、市川、稲本、伊比、薄葉(代理:菊池)、遠田、及川、大瀧(昭)、大滝(昌)、
風岡、川又、三ノ宮、田邉、関水、原、藤丸、森田、保田(弟)、山口、浅田、宇井、江畑
大澤、大野、大山、岡山、久保寺、小泉、小西、佐竹、鈴木、望月、坂上
会長挨拶

:

保田弟治

5日のﾌｨｰﾙﾄﾞﾃﾞｲｻﾏｰはお陰様でいい形のものができました。
参加されていた福田小学校の先生から「ありがたい」「うれしい」の声を3度も聞きました。
ﾃﾞｲｻﾏｰ関係者のご努力に感謝します。
暑い日が続いています。私をはじめ高齢者の皆様は熱射病には注意してください
新企画奉仕部員紹介(敬称略)
副会長:伊比邦夫

福田1608-7

☎269-3672

下福田北部自治会長

報告事項
1. 広報紙「渋谷西社協だより63号(H29/7/15発行)」発行・・・・・7/15(土)
2. 福田ｺﾐｾﾝﾐﾆｻﾛﾝ・・・・・7/11(火)
* 参加者・・・・・高齢者13人、手伝い7人
3. おたすけ隊出動
(1) 7/13(木)・・・・善光明F宅 不用品(新聞21束、段ﾎﾞｰﾙ1束、衣類５袋、ｺﾞﾐ1袋)廃棄
(2) 7/20(木)・・・・札の辻K宅 草取り樹木剪定
(3) 7/26(水)・・・・善光明S宅 草取り

市社協依頼
市社協依頼
民生委員依頼

4. 平成29年度第1回地区社協ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ・・・・・・7/21(金) 13:30 保健福祉ｾﾝﾀｰ
(1) 内 容・・・・・・・「地域ｱｾｽﾒﾝﾄの意義と重要性を学ぶ」
講師:田園調布学園大学 心理福祉学科 小平隆雄氏
(2) 参 加・・・・・・・山口邦重、大瀧昭徳
5. 平成29年度第2回大和市福祉推進委員会・・・・・・7/28(金) 10:00 保健福祉ｾﾝﾀｰ
(1) 内 容・・・・・・・「福祉の日」の開催日&場所決定
① 開催日・・・・・・10/14(土)
② 場所・・・・・・・・保健福祉ｾﾝﾀｰ １階ﾎｰﾙ
(2) 参 加・・・・・・・大瀧昭徳
6. No.4ﾌｲｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｲｻﾏｰ会議・・・・・・7/30(日)10:00 福田ｺﾐｾﾝ
(1) 出席・・・・保田(弟)、風岡、石井、川又、望月、遠田
(2) 内容・・・・予定参加者数(57人)・班別人員・ﾍﾟﾀﾝｸ1ﾁｰﾑ人数(6人)・昼食弁当確認、
7. ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃﾞｲｻﾏｰ・・・・・8/6(土) 10:00～15:30 福田小学校体育館、理科室
(1) 参加者・・・59人
・ 社協16人・・市川、伊比、稲本、遠田、及川、大瀧(昭)、大滝(昌)、風岡、三ノ宮、藤丸、保田(弟)
山口、大野、大山、岡山、望月
・ 市社協2人・・・・・坂上、[ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ長]北島次郎
・ 小学生19人・・・・福田小(0人)、下福田小(18人)、林間(1人) 《当日1人欠席》
・ 下福田中8人・・・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(5人)、[校長]西舘健吾、[教頭]渡辺卓(たく)、[教諭]手塚
・ 渋谷中2人・・・・・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(2人)
・ 福田小3人・・・・・[校長]池田操、[教頭]高島、[教諭]西山智之
・ 青少年指導員9名
(2) 実施状況・・・・午前中は体育館で6ﾁｰﾑ総あたりの『ﾍﾟﾀﾝｸ』2ｹﾞｰﾑを楽しむ
昼食は『ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ』『唐揚げ』『幕の内』弁当の3種類の食事から選択し食す。
午後は『万華鏡作り』と『ﾋﾞﾝｺﾞ』を実施。
昼食は1時間の予定が45分に短縮、最終的に15:30終了が15:00で終了となった
(3) 反省
1

問題点 : 参加小学生19人では少な過ぎる。何か問題があるのではとの意見があり、
参加人数を多くする対策案について意見交換した。
対策案1 : 子ども会や自治会との連携をしたら?。
対策案2 : 福田小の参加に福田小ｴﾘｱの自治会には掲示だけでなく回覧もしたら?。
対策案3 : 子どもへのPR方法を子どもが関心を持つような方法を考えたら?。
8. 福田ｺﾐｾﾝ子ども夏休みｲﾍﾞﾝﾄ開催(社協共催)・・・・・・8/6(日)14:00 福田ｺﾐｾﾝ
(1) 内容
① 映画・・・・・・・・・・・・・・「交通安全だよﾄﾞﾗえもん」「ﾊﾑ太郎のとっとこ大事だ」
② 絵本読み聞かせ・・・・「めっきらもっきらどおんどん」「おまえうまそうだな」:(話し手)大山和子
(2) 出席・・・子ども(9人)、親(2人)
(3)反省・・・・福田ｺﾐｾﾝ管理運営委員会会長藤丸氏より
* これまでで参加者が一番少なかった。開催日の日曜日は親と外出する機会が増えるので、
平日開催のほうが良かったかなとも思っています。

今後の事業予定＆進捗状況
1. 下福田ｺﾐｾﾝまつり実行委員会
(1) 日時・・・9/17(日) 10:15～
(2) 場所・・・・下福田ｺﾐｾﾝ
(3) 出席・・・・望月
会議に遅れた人や欠席者でお手
2. 男性料理教室
伝い希望者は8/15(火)まで遠田
(1) 日時・・・・9/20(水) 10:00～18:30
に電話のこと。
(2) 場所・・・・福田ｺﾐｾﾝ
090-7703-9295
(3) 場所事前予約・・・・大瀧(昭)
(4) 調理ﾒﾆｭｰ
① 主菜 : 鮭豆乳ｸﾘｰﾑ煮
② 副菜 : ﾊﾟｾﾘとみずなのｻﾗﾀﾞ、きうりのとろろ昆布あえ
③ ﾃﾞｻﾞｰﾄ : 豆腐白玉(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽあえ)
3 .敬愛の園秋まつり
(1) 日時・・・・9/24(日) 14:00～18:30
(2) 場所・・・・敬愛の園
(3) 内容・・・・ﾊﾞｻﾞｰ、模擬店、ｲﾍﾞﾝﾄ(太鼓演奏、ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ、空手演武、下福田中のよさこい踊り・吹奏楽)
花火(検討中)
(4) 社協の取り組み・・・・自前の模擬店出店は止め、敬愛の園出店の模擬店にお手伝い協力する
(5) お手伝い募集・・・・・本日の間会議で募集する
手伝い : 石井、伊比、遠田、大瀧(昭)、大滝(昌)、風岡、関水、原、藤丸、森田、保田(弟)、
山口、宇井、江畑、大澤、大野、大山、佐竹、望月
4. ひまわりｻﾛﾝ、ﾐﾆｻﾛﾝ日程
ひまわりサロン
事業名
下福田ｺﾐｾﾝ
場所
１０:３０ ～ １４：３０
時間
年/月 第1火曜日 第2火曜日 第3火曜日 第4火曜日 第5火曜日
H29/8
1 岡山 8 大山 15 (休) 22 岡山 29 岡山
H29/9
5 岡山 12 大山 19 大山 26 岡山

福田ｺﾐｾﾝ
第4火曜日
22 大山
26 大山

ミニサロン
福田ｺﾐｾﾝ
10：15～12:00
第2火曜日
8
遠田
12
遠田

関連団体よりの連絡・伝達事項
1. 市社協より・・・・・・・・坂上氏
(1) 7/21地区社協ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ開催報告
地区福祉活動を進めていくうえで、地域の状況を把握し、把握した状況を様々な角度・視点
から分析する「地域ｱｾｽﾒﾝﾄ(評価)」が大切です。
今回は、｢ﾆｰｽﾞ調査」や「社会資源の確認」など地域ｱｾﾅﾒﾝﾄの具体的手法や調査結果の活
用方法を学ぶ研修会を開催した。
(2) おたすけ隊の件
報告事項の「おたすけ隊」の(1)善光明Ｆ宅の一人暮らしの高齢者(男性)は手術を終え8/15
に退院する。家の中にはまだ不用品があり、ﾍﾞｯﾄﾞが入らない。そこで明日午後5時もう1回
掃除する。
2

人員はﾍﾞｯﾄﾞ業者、私、北地域包括支援ｾﾝﾀｰ1人、高齢者の友人である。できれば渋谷西
地区の部員のお手伝いをお願いしたい。・・・・遠田が手伝う
(3) 「振り込め詐欺注意の電話」の件
前回振り込め詐欺注意の電話は信用してよいかとの意見があったので、大和警察署に問い
合わせした。
回答は「県がやっているので不信なことはなし」とのこと。
2. 『すてきなﾏﾏｻﾛﾝ 美しく健康に暮らすためのいきいき講座』開催・・・・・母親ｸﾗﾌﾞ
(1) 演題・・・・「楽しく学んで健康維持～腰痛・股関節痛と戦おう～」
(2) 講師・・・・須藤整形外科ｸﾘﾆｯｸPT:林侑里、松井南那(なな)、露木翔
(3) 日時・・・・10/12(木) 10:00～12:30
(4) 場所・・・・渋谷学習ｾﾝﾀｰ(IKOZA内)
(5) 会費・・・・300円
(6) 持ち物・・・・ﾊﾞｽﾀｵﾙ
(7) 定員・・・・40名
(8) 申込み・・・・大澤清美 TEL046-269-4514
(9) 主催・・・・母親ｸﾗﾌﾞ連絡協議会

大澤

3. 第24回公演・・・・・・・・・・市民劇団 演劇やまと塾 佐竹
(1) 演目・・・・・・・・「ﾌﾞﾝﾅよ、木からおりてこい」
(2) 日時・・・・・・・・9/10(日) 12:00、 16:00
(3) 場所・・・・・・・・大和市保健福祉ｾﾝﾀｰ
(4) 入場料・・・・・・大人前売り1,000円、当日1.200円
(5) 主催・・・・・・・・・市民劇団 演劇やまと塾

次回会議 : 9月13日(水) 下福田ｺﾐｾﾝ 19:30～
8/12作成 遠田
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