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町内会加入世帯数　5，264世帯

「高齢者等安心見守りネットワーク」情報
～尾長地区ボランティアバンクについて～

尾長地区社協では、今年度の大きな取り組みの一

つに「ボランティアバンクの設立」を掲げ検討を重

ねております。

高齢者見守りネットワ
ーク事業も4年が経とう

としており、少しずつ周

知されておりますが、ま

だまだ課題もたくさんあ

ります。その中には、こ

の4年間で登録いただいた高齢者の皆様から、日常

生活の中で困っている事への手助けなど、地域から

の手伝いが欲しいとの声もあります。

今年の介護保険の改正で、今まで通りのサービス

が一部受けられない方や介護度などの変更で困っ

たという方もおられ、その方たちに対し、「少しでも

地域のボランティアでお手伝いが出来れば！」と社

協は考えております。

そこで、「ボランティアバンク」を作り、高齢者の

方たちとお手伝いを通して繋がる事が出来たらと

現在検討中です。

他の地域に先駆地区が少なく、地域性もそれぞれ

ある中で、「どのような手助けが、どの程度出来るの

か？」「誰がどう関わっていけるのか？」など課題は

たくさんありますが、尾長に合った方法を模索しな

がら進めております。

現在、高齢者の方や地域の方たちにアンケートな

どで実態調査をしており、来年度頃には、この取り

組みを少しずつスタートさせたいと頑張っており

ますので、ぜひご協力をお願いします。

≪何かあった時は、次の箇所にご連絡下さい≫

・尾長地区社協］外叶腔男－　℡26十1123

（受付時間　月～金10：00～15：00）

各地区担当民生委員

各町内会長

尾長小学校運動会

秋らしく晴れ渡った9月30日（土）、尾長小学校

グラウンドに子ども達の元気な声が響きました。

磯鶏駒

鱒蘭醗鶉
閏l ��輸串∴生山 　？争∴ 　　●成 

～　／∴∴隼 ：雪こ崇熊手“‾ 　ーi鶉窪ま勧告 　二十十㌧∴ 　∴子∴ 

地的m郵○○‾∵ ��Ji211亦：栂： 讃綴あ躯語ii 

開会式では1年生4

名が、初めての運動会

を頑張ると、大きな声

で宣言してくれました。

そしてその通り、一生

懸命かけっこや綱引き

などを頑張りました。

また、2年生の団体演技は、腕をケガして踊れな

かった児童が、先

生方の太鼓のリ

ズムに合わせて

全校児童の前で

花笠音頭を熱唱

してくれました。

そして、その歌に

合わせて2年生

全員が一生懸命
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踊る姿に、観客席から大きな拍手が弗き起こりまし

た。
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一進一退の綱引きや迫力あるリレーを見たあと、

最後は6年生の集大成である組体操「自立～全力～」

が行われました。全員が力を合わせて、ピラミッド
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や、肩車、扇

を作ったり、

音楽に合わ

せ、息の揃っ

たマスゲー

ム（行進）を

見せてくれ

ました。その姿は、本当に見る人を感動させるもの

でした。素敵な運動会をありがとう。
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校　庭　清　掃

8月27日（日）8時より、尾長小学校にて、日

頃グラウンドや体育館を使用している団体（体育施

設開放委員会）より約200人が集まり、夏季校庭

清掃が行われました。
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ワンドに土を入れた

り、体育館の倉庫の

片付けをしました。

ピカピカになった後

は、冷たいジュース

で喉を潤しました。

暑い中、皆さん本当にお疲れ様でした。
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尾長学区体育協会 
～グランドゴルフ大会～ 場所二葉中学校グラウンド 

日　時　10月1日（日）9時～ 

参加者　108名 
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子ども会「ケーキ作り体験」

8月24日（木）尾長学区子ども会では、「パテ

ィスリーメイ」さんにご協力を頂き「ケーキ作り体

験」を行いました。
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初めて行う行事な

ので、心配もありまし

たが、大勢の子ども達

が申込みをしてくれ

ました。予想を上回る

申込みがあったため、

抽選で参加者を決め

させていただきまし

たが、参加した子ども

達は、パティシ工の佐

藤さんに、スポンジケ
ーキやフルーツのスライスの仕方、クリームの塗り

方や絞り方を教えて

頂き、仕上げに自分の

思い通りにフルーツ

を飾り世界に一つし

かないオリジナルケ
ーキが出来上がりま　㌦

した。

いちごだけを飾っ

た子、いろいろな果物

を少しずつ飾った子、「もういいの？」と聞きたくな

るくらいちょっとだけ飾った子、「これ以上は乗ら

ないヨ！」というくらい盛りだくさんに飾った子。

みんな異なる個性で

表現されたケーキは見

ているだけでも幸せな

気分になれました。
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尾長学区子ども会育成協議会事務局

山田祐子


