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平成２７年９月１８日
緑園地区社会福祉協議会
菅野 英夫
緑園地区社協 広報部

緑園地区 地域福祉保健計画

緑園地区社会福祉協議会は、第２期の最終年度となる平成２７年度アクションプランを策定すると共に、平成２８年度から
５年間の『第３期地域福祉保健計画』の検討をスタートした。
緑園地区の年齢構成
H27.3末現在

歳

平成２７年度は第２期計画の最終年で、
計画の最終年で、これまでに実行してきた事項がベースとなる。
地域の皆さまには、アクションプランの概要
概要を近々回覧などでお届けできる予定であり、
を近々回覧などでお届けできる予定であり、
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「内容のご理解と、各種行事などへの積極的なご参加」をお願いします。
への積極的なご参加」をお願いします。
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一方、来年度から始まる第３期計画策定のため
第３期計画策定のため、７月２６日(日)緑園地域交流センターに
緑園地域交流センターに
おいて、区役所ほか関係各機関・団体の皆様にも参加を願い
区役所ほか関係各機関・団体の皆様にも参加を願い第１回研修会を開催した。

人 口 ： １４，４１３ 人
６５歳以上：２１．２％
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「緑園地区の６５歳以上の人口比率
６５歳以上の人口比率は、２２年３月末の１４．７％が、２７年３月
が、２７年３月末には２１．２％と急速に
高齢化が進んでおり、地域福祉への取り組みは
高齢化が進んでおり、地域福祉への取り組みは更に重要性を増している
重要性を増している」という認識のもと、出席者約
３０名が３つのグループに分かれ、
に分かれ、菅野会長の掲げる『健やかに過ごせるまち
健やかに過ごせるまち』・『人と人、活動と活動の
つながりのあるまち』・『地域活動へ参加が進むまち
地域活動へ参加が進むまち』の各テーマ別にグループ討議
にグループ討議を行い、その後の
菅野会長 挨拶 討議結果発表により情報の共有化を図
情報の共有化を図るものとなった。
今後、さらに計画の具体化や関係先との調整を進め、
計画の具体化や関係先との調整を進め、「平成２７年末までにはその概要を地域の皆
平成２７年末までにはその概要を地域の皆様にお知らせする
ことができるよう(会長談)」 成案化していくことになる。
していくことになる。

Ａグループ 討議

Ｂグループ 討議

Ｃグループ 討議

討議結果の発表

『高齢者の見守り、孤独化防止、健康管理』
民生・保活・友愛・
民生・保活・友愛・地区社協
合同交流会
緑園地区社会福祉協議会は、民生児童委員、保健活動推進員、
緑園地区社会福祉協議会は、
民生児童委員、保健活動推進員、友愛活動推進員との
合同交流会を８月２３
合同交流会を８月２３日(日)緑園地域交流センターで開催、
緑園地域交流センターで開催、泉区役所、泉区社協、新橋
地域ケアプラザ
地域ケアプラザの各関係者も参加した。
合同交流会
はじめに
めに菅野会長から、中学校の設置・災害時の要援護者対応
要援護者対応・周回バスの試験運行
など、当地区の動き紹介があり、続いてコーディネーター役
コーディネーター役であるシニア連合会長・後藤登美雄氏から、
後藤登美雄氏から、急速に進む高齢
化(参考：上欄グラフ)を背景に『一人暮らし高齢者や高齢者世帯に
一人暮らし高齢者や高齢者世帯に対しての支援に関する
関する現状や問題点について、それ
ぞれの立場から意見・情報を出し合い、今後の活動に活か
情報を出し合い、今後の活動に活かしていこう』との趣旨説明がなされ
なされ、話し合いに入った。
テーマは「高齢者の見守り・孤独化防止
防止・健康管理・他」で、それぞれの現状と問題点について活発な意見交換が展開
現状と問題点について活発な意見交換が展開
された。参加者の多くは、日頃から「居場所
居場所づくり」・「要援護者支援」・「健康づくり」などの活動を推進している方々であり、
」などの活動を推進している方々であり、
「坂の多い当地区では、より身近な場所に居場所を」・「
に居場所を」・「スタッフが不足」・「手上げのない要援護者と思われる人
ない要援護者と思われる人の把握難」
等々、結論を得る場ではなかったものの、かなり多くの具体的な問題点や改善意見が出された。
具体的な問題点や改善意見が出された。
当地区民生児童委員協議会の牛見とも子会長は
当地区民生児童委員協議会の牛見とも子会長は、締めの挨拶で「貴重な意見交換ができたと思うが、まだまだ不十分。
で「貴重な意見交換ができたと思うが、まだまだ不十分。
今後この様な意見・情報交換の場を続けていきたい。高齢化が進む
を続けていきたい。高齢化が進むなか地域全体での見守り
見守りが求められ、民生、自治会、
地区社協が互いに‟つながり”を作ることが必要
を作ることが必要だ。次回には、ぜひ自治会からの参加を希望したい。」と
。次回には、ぜひ自治会からの参加を希望したい。」と語っていた。
日付：１０月２５日(日)
日付：１０月２５日
時間：午前 10 時～午後 3 時
場所：緑園西小学校

『第２１回ひかりの園夏祭り』
模擬店・陶芸教室・バザーなど 多彩な催しで賑わう !!
７月１８日(土)、今年で第２１回となる恒例の「ひかりの園夏祭り」
７月１８
ひかりの園夏祭り」が開催された。
大きな「夏祭り」横断幕を見ながら中に入ると、わたがし・かき氷・新鮮野菜の模擬店
ひかりの園夏祭り

テントには長い行列ができている。館内は、
テントには長い行列ができている。館内は、１階のほか２階の地域
２階の地域

交流センターまで多彩な催しで大賑わい、子供たちは
まで多彩な催しで大賑わい、子供たちは陶芸教室や缶つりゲーム、ボール当てや牛乳
、ボール当てや牛乳
(紙)トンボに真剣に挑戦し、「ひかりの園」や
や近隣の施設利用者による自家製作品の販売コーナーも
近隣の施設利用者による自家製作品の販売コーナーも
人気を博していた。昼時には、カレーやパン・焼きそば等を買い込んだ客で食堂は超満員、中には
昼時には、カレーやパン・焼きそば等を買い込んだ客で食堂は超満員、中には
廊下で食べる人もでるほど盛況で、これらはひとえに
廊下で食べる人もでるほど盛況で、これらはひとえに「ひかりの園」関係者やボランティアの
ボランティアの方々の日
頃の取り組みと、地域の皆さまのご理解ご支援
ご理解ご支援の賜と言えよう。ちなみに、当社協もこの催しに協力して
ちなみに、当社協もこの催しに協力して
おり、当日も一部役員が模擬店のお手伝いなどを行なった。

ゲームや牛乳トンボ

販売コーナー

食堂は満員

『レストヴィラ名瀬の里』 訪問
保育園児の合唱、バイオリン・チェロ・ピアノ演奏など楽しむ
保育園児の合唱、バイオリン・チェロ・ピアノ演奏など楽しむ!!
緑園地区社協と同地区民生児童委員協議会
民生児童委員協議会は７月２２日(水)、老人ホーム「レストヴィラ
老人ホーム「レストヴィラ
名瀬の里」を訪問した。食堂としても使われている
食堂としても使われている明るく大きな会場には、歩いて、車椅子
歩いて、車椅子
で、あるいは介助されながら大勢の入居者が集まってきた。
大勢の入居者が集まってきた。当会・菅野会長のご挨拶で始
で始
まり、「日本舞踊」・「保育園児の合唱とゲーム
ゲーム」・「バイオリン・チェロ・ピアノ演奏」・「フラダ
フラダ
ンス」と、慰問の演技が続いた。なえば保育園
保育園児の可愛らしい元気一杯の合唱には拍手
には拍手
喝采、「見上げてごらん夜の星を」などを全員で
全員で合唱、園児達のフラダンス飛び入りという
フラダンス飛び入りという
微笑ましい場面もあり、入居者の皆さまに
入居者の皆さまには楽しい憩いの
ひとときを持って頂けたのではなかろうか？
締めはフラダンサーの音頭で“お元気で、また来年
お元気で、また来年まで
アロハ!!”、第１０回慰問の幕を閉じた。(企画担当
企画担当 国井)

「名瀬の里」 慰問

緑園地区社会福祉協議会
社会福祉協議会 http://www.ryokuen.gr.jp/external/shakyo/
関連記事は、緑園
、緑園地区社協のホームページをご覧下さい。
緑園社協 検索

社協関係行事

毎月予定/曜日
第２木、第４金曜日
第１・第３木曜日
月・水・木・金曜日
第２火曜日
第２・第３水曜日、
第４金曜日
第２土曜日
第３日曜日
第３金曜日
１０月２５日（日）
１１月１日（日）
１１月１７日（火）

時間
主催団体等
13:30 緑園サロン
10:00 ぐりん
10:00 ピッコロひろば
10:00 民児協
第２水/10:00、第３水/15:00
健康体操教室
緑園地域交流センター
第４金/15:00 主催：ＲＳＣ
ヨガ教室
緑園西小学校
10:00 ＲＳＣ
南北緑友会
緑園クラブハウス
11:00 緑友会
緑園地区社協定例会
緑園地域交流センター 18:00 緑園地区社協
第１６回緑園福祉ふれあい祭り 緑園西小学校
10:00 緑園地区社協
第５回室内ゲーム大会（麻雀） 緑園地域交流センター 12:30 緑園地区社協
一人暮らし
緑園地域交流センター 12:00 緑園地区社協
高齢者のお食事会
行
事
高齢者対象サロン
親と子のいばしょ
親と子の居場所
大人の居場所（ふらっと）

場
所
緑園地域交流センター
緑園地域交流センター
ジスタス２Ｆ（郵便局上）
緑園地域交流センター

備

考

申込み不要
申込み不要
申込み不要
毎月/日程回覧
毎月/日程回覧
シニアクラブ
理事役員会
自治会経由案内
別途募集
関係者

「賛助会費」は地区社協の福祉
福祉の応援団、「賛助会費」で貴方も緑園地区社協
緑園地区社協のサポーター！
賛助会費は地区社協の重要な活動資金として使用されます。皆様のご支援が地域の福祉の力となっています。
毎年自治会を通して、ご理解・ご協力をいただいています。
(緑園地区社会福祉協議会)

