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平成29年　新年度がスタート　しました

東浄社協では5月20日（土）に東浄集会

所において平成29年度の定例総会を開催し

ました。

各自治会・町内会及び各団体から理事・評

議員が出席、社協顧問の　蒲原　敏博さんを

議長に選出して議事が進められました。

1、平成28年度の　＊　事業報告

＊　決算報告

＊　監査報告

2、平成29年度の　＊　事業計画（案）

＊　予算（案）

3、役員改選

上記の議案について審議され、すべて満場
一致で承認されました。

これにより平成29年度の事業が正式にスタ
ートします。
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総会の会場の模様

平成29年度の予算の配分は下表の通りです。

（単位　円）

総務関係費 �359，000 

事業費（福祉事業費を含） �1，290，000 

活動助成金 �810，000 

平成29年度の主な事業は次の通りです

（D　第39国東浄学区町民大運動会

期　日　　4月16日（日）

場　所　　東浄小学校グランド

②　東浄安全パトロール紹介の式

期　日　　4月14日（金）

場　所　　東浄小学校体育館

（㊤　第39国東浄学区納涼大会

期　日　　8月　5日（土）

場　所　　東浄小学校グランド

④　第23国東浄学区敬老祝賀会

期　日　　9月18日（月・祝）

場　所　　東浄小学校体育館

⑤　地域福祉活動事業

＊福祉のまちづくり推進事業

＊福祉委員会

救急医療キットの配布・その他

＊ふれあいいきいきサロン事業

＊近隣ミニネットワーク事業

＊地区ボランティアバンク事業

＊子ども健全育成支援活動事業

（福祉映画）

＊安全パトロール事業

（㊦　広報誌の発行（年2回）

その他の事業

（D　第33回戸坂連合スポーツ大会

②　共同募金事業

③　日赤社資募金事業協力

④　各団体への協力
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第39回　町民大運動会開催

新年度になって東区では一足早い運動会

を4月16日（日）に東浄小学校グラウドで

来賓21名、選手・応援団を含め1，000

名が、夏日の気温25℃のなかで開催しまし

た。中山台町内会の6年生、松田健一郎くん

が『僕たちは、東浄学区各町内会の皆さんと

力を合わせ、楽しく競技することを誓いま

す』と、元気よく宣誓！！
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開会式の模様

松田　東区長のメッセージでは『東浄学区

町民大運動会は多くの町内の方々の参加に

より、幅広い世代を対象に親睦・交流の輪を

広げておられ、コミニュティ振興の原動力に

なっていることを、非常に心強く感じていま

す。この運動会で、参加者の親睦をより一層

深めていただきたいと思います』とありまし

た。
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みのむし競争の模様

当日の結果は次の通りです。

優勝　　青チーム　（戸坂新町町内会）

2位　　赤チーム　（鈴が丘自治会）

3位　　自チーム　（中山台町内会）

優勝された青チームは町内会全員が結束

され優勝の栄誉を奪還されました。

実行委員の皆さん大変お世話になりました。

ぐう　－よ　う 第35号

新一年生と安全パトロールが対面

4月14日（金）今春入学した一年生

73名とその保護者67名が安全パトロー

ルが対面しました。

萩原　眞　本部長が『一年生は73名で

すが隊員の皆さんは120名で頑張ってい

ます。保護者の皆さんも安心してくださ

い。』と力強くあいさつしました。

また、『交通ルール守ろう・あいさつを

しよう』と呼びかけました。
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一年生と対面の模様

これに対し、一年生は一斉に起立して

『パトロールありがとうございます。これ

からもよろしくお願いいたします。』と愛

くるしく大きな声で応えました。

隊員一同の顔には孫を見るような優しい

笑顔が浮かんでいました。

また、30代の母親は『パトロール隊員が

120名も見守ってくださり本当に安心で

す』と話していました。

尚、この模様は中国新聞SELRCT4

月21日（金）に掲載されました。

／一”一一一一一一一一一一一、

′＊困りごと・心配事など遠慮なく東浄ヽ1
I　社協にご相談ください。
l　　　事務所は東浄集会所内

でんわ・・229－3251

月曜日・金曜日　午前中

！緊急に車椅子が必要な場合には借用
！　の申し込みをしてください。

1＊繁華書聖聖鷺宮と望害す；

l連絡先　驚わ和邑＿。l。。；
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今年の敬老祝賀会から内容および進め方が変わります

東浄社協が主催する敬老祝賀会は平成6年

に第一回を開催し、昨年で第22回を開催す

ることが出来ました。

しかし近年、招待者の出席が極めて少なく

併せて、設営をする実行委員の高齢化が進み

従来通り進めることが難題になっているのが

現状です。

そこで、『福祉のまちづくり　委員会』が昨

年の敬老祝賀会終了後に、招待者また実行委

員の皆さんにアンケートを実施しました。

アンケートの集約は次の通りです。

聞1、祝賀会への招待者の年齢について！

【現在の75歳以上で良い】

間2、式典・宴会が合わせて2時間30分と

言う所要時間について！

【高齢者には2時間程度が限度】

間3、式典について！

【現在の児童の和太鼓・作文朗読・

低学年の遊戯などの出演は良いし

好ましい】

間4、宴会について！

【毎年同じで無く変化がほしい】

間5、高齢化がすすむなかで祝賀会の開催準

備の体制について！

【出来る限り若年層の協力を得る努

力が必要】

問6、敬老祝賀会そのものについて！

【祝賀会の開催に困難な問題があっ

ても、少しでも改善に努力しなが

アンケートの集約をもとに、実施方法の

見直しを次のように行います。

1、会場は従来通り東浄小学校体育館とし

祝賀会での会食は行わない。

【福祉センターからテーブルを運

ぶ作業が無くなります】

2、祝賀会は、式典と演芸（アトラクショ

ン）の二部構成とし演芸の内容として

（D東浄小学校児童による
・和太鼓演奏

・作文朗読

・遊戯　　等

②セミプロ級の舞踊・楽器演奏等

を主軸に考える。

③所要時間は、式典30分、演芸を

1時間程度とする。

④招待者にはお祝いの品をお持ち帰り

いただきます。

⑤招待者の会場への送迎は、従来通り

各自治会（町内会）において

検討実施する。

⑥その他細部については、実行委員会

にて具体的にする。

今年の敬老祝賀会ではマリンバの

演奏を柵雷しています。全国的にも

有名穣グループの濠妻が麗lナるチャ

ンスです。

乞う　ご期待ll
ら祝賀会の開催を継続する】
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『高齢者いきいき活動ポイント事業』が9月から始まります

高齢者の社会参加を促進するため、今年9月1日現在で70歳以上の高齢者が行うボランティ

ア活動や、健康づくりのための活動などの実績に基づきポイントを付与し、集めたポイント数に

応じて、奨励金を支給する事業です。

ポイントの対象になる活動の例

①地域の支えてとなる活動（ボランティア活動）：1日1回4ポイント又は2ポイント

②健康診査等の受診：1検診2ポイント
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地域の方々が集える場として『認知症
カフェ』の開設を計画しています

『認知症カフェ』とは・・・

＊本人・家族がホットできる場

＊気軽に立ち寄れる場

＊人と人とのつながりの場

＊本人・家族・専門職がつながる場

1ご利用は、認知症の方を支える家族のかた、

ご本人を中心にどなたでもご利用可能です

2地域の方々の情報交換と交流の場としても

利用していただけます。

3ひと月に1回　開催します。

しいお問い合わせは戸抜包括支援 
ンター　　　でんわ：516－0051 

避難情報と避難行動についての説明

今年もゲリラ豪雨や台風に見舞われる季節

になって来ました。テレビを見ていると避難

に関する情報が危険の度合いにより段階的に

表示されます。

ここでは、その表示により私たちが、どの

ような行動をとれば良いのか説明します。

避難準備・
高齢者等が避難開始

避難の準備を行うと共に、今後の情報
に注意してください。

高齢者、障害のある方、避難に時間を
要する方と支援をする方は、避難を開
始してください。

避　難　勧　告

大

指定緊急避難場所へ速やかに避難を開

始してください。

避難　指示（緊急）

極めて危険な状況になっています．
まだ避難していない方は、災害に対応

した指定緊急避難場所へ緊急に避難し

てください。

桑津社協からのお知らせです！！

＊　第39回納涼大会は8月5日（土）18時

からです。雨天の場合は6日（日）。

場所は東浄小学校グラウンドです。

催しは『盆踊り』『夜店』『お楽しみ抽選会』

オープニングは『東浄小学校和太鼓クラブ』

の演奏で始まります。

抽選券は17時30分～19時30分まで

に来られた方に会場入り口で一人1枚差し

上げます。

抽選会は20時から始めます。

東浄の皆さんが一同に触れ合う最高の場

所です。ぜひ足を運んでください。

グラウンド入り口でlまタノミコIま
吸えません正宣言の外側のみです
一ミット持ち込禁止′

＊敬老祝賀会は9月18日（月・敬老の日）

に実施するように計画中です。

昨年の赤い羽根共同募金　実績報告

東浄学区全体で、￥441，910円でし

た。ご協力ありがとうございました。

栴雨の真っ最中です、いざと言う時のために

1、避難壕所がどこか確認しておこう。

2、近隣や家族と避難経路を確認しよう。

3、被害に対する心境えをしておこう。

4、一人暮らしの方の誘導松と話しあおう。

5、非常持ち出しを確認しておこう。

懐中電灯・ラジオ・常備薬　等々

（自主防災会）

編　集　後　記

東浄の広報誌の編集を第10号から担当し

今回で第35号を無事にお届けすることが出

来ました。『本当に長く続いたなあ』と自分

自身が思っています。この先3週間ほどジメ

ットした毎日が体調を不調にします。

梅雨よ早く終われ！！
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