
 

 

 

 

 

 

緑園地区社協 平成２７

 

 

緑園地区社会福祉協議会は、５月２２日

及び決算・監査報告、２８年度方針と事業計画、予算、役員選出の各議案審議を行い、いずれも承認された。

菅野会長は、ご挨拶の中で「緑園地区は急速に高齢化

今年度以降の一番の課題だ。第３期地域福祉保健計画（２８～３２年度

『人と人、活動と活動のつながり』・『地域活動への積極的参加』を柱に、子育てから

高齢者支援事業まで、各種団体と協働で取り組んで行く

居場所づくりについて「行政の支援や自治会との協働で、研修会（例：

健康づくり』）や各種検討により計画を具体化

ので、皆さまの絶大なご支援とご協力をお願いしたい

【平成２７年度計画概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪定例会≫ ＊毎月第３金曜日(原則)    
 

いきいき健康チャレンジ

Ｈ２８泉区介護予防事業の一環として、６０歳以上の方を対象

活推進員会・新橋ケアプラザ・当地区社協

開催され、延べ６０名程の皆さんが測定会に参加、

測定は、身長・血圧・体組成・骨密度の一般

＆ゴー（機能的移動能力/時間）と握力（力）の体力測定

「地域情報の紹介」が行われ、参加者は、それぞれ自己採点により長所・短所を再認識し、今後の

新たにしていた。（参考）バランス能力・下肢筋力の指標

リスクが高まるロコモティブシンドローム（ロコモ、運動器症候群）

（*1）測定：保健活動推進員  （*2）測定：スポーツ施設

 

 

 

 

 

 

 写真： [１]身長・血圧  [２]体組成  [３]骨密度

特

集 

事業費

650 
助成金

200 
渉外費

130 

調査・

広告費

110 

事務費

83 

備品費

80 
その他

181 

≪平成２８年度 予算≫ （単位：千円）

合計：1,434 

１ 

２ 

３ ４ 

平成２７年度総会 

緑園地区社会福祉協議会は、５月２２日(日)、緑園地域交流センターにおいて平成２７年度総会を開催、２７年度事業

及び決算・監査報告、２８年度方針と事業計画、予算、役員選出の各議案審議を行い、いずれも承認された。

「緑園地区は急速に高齢化(長寿化)・少子化が進み、高齢者の居場所づくり・健康づくりが

一番の課題だ。第３期地域福祉保健計画（２８～３２年度)では、『人・和のあるまち緑園』をスローガンに、

『人と人、活動と活動のつながり』・『地域活動への積極的参加』を柱に、子育てから

高齢者支援事業まで、各種団体と協働で取り組んで行く」とし、２８年度方針説明では、

居場所づくりについて「行政の支援や自治会との協働で、研修会（例：7/14 『つながりで

）や各種検討により計画を具体化し、推進体制作り・実行へと進めて行く

皆さまの絶大なご支援とご協力をお願いしたい」と語った。 

    ≪広報活動≫ ＊ホームページ：随時更新

チャレンジ 

として、６０歳以上の方を対象とした「いきいき健康チャレンジ・体力測定会」が

地区社協の協力のもと、当地では初めて７月１４日（木）午前、

会に参加、約３０分毎に１５名/１組となり測定に挑んでいた。

の一般項目*1 と、５ｍ普通/最大歩行（時間）・開眼片足

）の体力測定*2 が行われ、測定終了後には、グループ別に

それぞれ自己採点により長所・短所を再認識し、今後の

バランス能力・下肢筋力の指標となる「開眼片足立ち」の評価が低いケースでは、

リスクが高まるロコモティブシンドローム（ロコモ、運動器症候群）との関連が特に大きくなると言われている。

スポーツ施設関連会社の専門家  （*3）説明：（*2）の専門家と区保健師

骨密度  [４]５ｍ歩行  [５]開眼片足立ち  [６]TU&G  

発行日
発行者
代 表
事務局

（単位：千円） 
 

 ５月２２日 定期総会 １１月１５

６月２６日 ふれあいフェスティバル １１月 中旬

７月２４日 福祉保健計画研修会 １２月２０

８月　３日 施設訪問（ラヴィーレ緑園都市） ２月１９

８月２８日 福祉関係合同交流会 ２月 下旬

１０月３０日 福祉ふれあい祭り ３月 中旬

１１月　６日 室内ゲーム大会 ３月 下旬

注
≪平成２８年度　年間活動計画≫

５ ６ ７

緑園地域交流センターにおいて平成２７年度総会を開催、２７年度事業

及び決算・監査報告、２８年度方針と事業計画、予算、役員選出の各議案審議を行い、いずれも承認された。 

・少子化が進み、高齢者の居場所づくり・健康づくりが

人・和のあるまち緑園』をスローガンに、

＊ホームページ：随時更新 ＊社協だより：５回/年 

「いきいき健康チャレンジ・体力測定会」が地区保

午前、緑園地域交流センターで

挑んでいた。 

開眼片足立ち（時間）・タイムアップ

が行われ、測定終了後には、グループ別に「結果の見方説明*3」と

それぞれ自己採点により長所・短所を再認識し、今後のさらなる取組みに決意を

評価が低いケースでは、要介護になる

大きくなると言われている。 

の専門家と区保健師 

 [７]握力  [８]結果の見方説明 

発行日 平成２８年７月２２日 
発行者 緑園地区社会福祉協議会 

表 菅野 英夫 
事務局 緑園地区社協 広報部 

１５日 一人暮らし高齢者お食事会

中旬 施設訪問（新橋ホーム）

２０日 子供と高齢者クリスマス会

１９日 福祉保健計画研修会

下旬 泉区社会福祉大会

中旬 施設訪問（希望苑）

下旬 シルバーウォーク支援

注）日程は変更になる場合があります。

７ ８ 

議案説明する菅野会長 



 

 

第１２回 
「第１２回緑園地域ふれあいチャリティフェスティバル」が、当地区社協主催、

クラブ連合会共催で

催しには、当地のほか近隣の

ダンスなど、皆さん

した歌謡講師の「鈴木ジュン先生」と歌手の「田山ひろしさん」による歌謡ショーもあり、来場した聴衆の皆さん

盛り上がった一日となった。当社協の菅野会長は、

充実で安心して暮らせるまち! を目指している。

なお、今年は、チャリティとして受付に熊本地震義援金箱を

寄せられた義援金は、泉区社協を通じ日本赤十字社

 

 

 

 

 

 

   『『『第第第２２２２２２回回回   ひひひかかか
地域ボランティア１５０人を超える体制で盛大に開催

去る７月１６日（土）、くるみ会・ひかりの園「第２２回夏祭り」が盛大に開催された。

強風もすっかり止み、これぞ夏祭り日和、川澄施設長の

会場前広場には、綿菓子・かき氷・野菜販売

出し物が準備され、２階では即売会・体育館でのゲームが行われ

当地区社協は例年どおりこの行事に協力・参加、

施設通園及び関係の方々や近隣の皆さまなど、

 

 
 
 
 
 

緑園地区社会福祉協議会

関連記事は地区
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「賛助会費」は地区社協の福祉
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。

社

協

関

係

行

事 

会場の一コマ 

ヨーヨーつり 

毎月予定/曜日 行　　　　事

第２木、第４金曜日 高齢者対象サロン

第１・第３木曜日 親と子のいばしょ

月・水・木・金曜日 親と子の居場所

第２火曜日 大人の居場所（ふらっと）

第２・第３水曜日、
第４金曜日

健康体操教室

第２土曜日 ヨガ教室

第３日曜日 南北緑友会例会

第４木曜日 あかちゃん教室

第３金曜日 緑園地区社協定例会

８月３日（水） 施設訪問

８月２８日（日）
民生･保活･友愛･ケアプラザ
合同研修会

１０月３０日（日） 第１７回緑園福祉ふれあい祭り

 
緑園地域ふれあいチャリティフェスティバル」が、当地区社協主催、

共催で、６月２６日（日）、緑園地域交流センターで開催された。ますます人気のこの

催しには、当地のほか近隣の方々も併せ何と１０５人・組もが出演、ハーモニカやカラオケ、ベリー

皆さん特別衣装で登壇し日頃の練習成果を披露してい

した歌謡講師の「鈴木ジュン先生」と歌手の「田山ひろしさん」による歌謡ショーもあり、来場した聴衆の皆さん

菅野会長は、社協の活動取組みについて「緑豊かな心あふれるまち

を目指している。地域の居場所づくりに力を入れていきたい」と語っていた。

、今年は、チャリティとして受付に熊本地震義援金箱を設け来場者に支援の呼びかけ

日本赤十字社に寄付されることとなっている。 

かかかりりりののの園園園夏夏夏祭祭祭りりり』』』   
地域ボランティア１５０人を超える体制で盛大に開催 !! 

くるみ会・ひかりの園「第２２回夏祭り」が盛大に開催された。前日の大雨・

川澄施設長のご挨拶で１０時よりスタートした。 

・かき氷・野菜販売・ヨーヨーつり等、１階には、焼きそば・飲み物

体育館でのゲームが行われ、どのコーナーにも多くの子供達の歓声が響いていた。

・参加、「綿菓子」の販売を担当し、懐かしい味を

近隣の皆さまなど、多くの来客で賑わった今年の夏祭りも、１４時に無事

社会福祉協議会 http://www.ryokuen.gr.jp/external/shakyo/

関連記事は地区社協のホームページをご覧下さい。 

福祉の応援団、「賛助会費」で貴方も緑園地区社協
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。              

緑園社協

歌謡ショー

バザー会場 陶芸教室 

行　　　　事 場　　　　所 主催団体等

高齢者対象サロン 緑園地域交流センター 13:30 緑園サロン

親と子のいばしょ 緑園地域交流センター 10:00 ぐりん

親と子の居場所 ジスタス２Ｆ（郵便局上） 10:00 ピッコロひろば

大人の居場所（ふらっと） 緑園地域交流センター 10:00 民児協

健康体操教室 緑園地域交流センター

緑園西小学校 10:00 ＲＳＣ

南北緑友会例会 緑園クラブハウス 11:00 南北緑友会

あかちゃん教室 緑園自治会館 10:00 保健活動推進員会

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

ラヴィーレ緑園都市 14:00 緑園地区社協・民児協

民生･保活･友愛･ケアプラザ
緑園地域交流センター 9:00

緑園地区社協
緑園地区シニア連

第１７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

時間

 第２水/10:00、第３水/15:00
 第４金/15:00　　主催：ＲＳＣ

緑園地域ふれあいチャリティフェスティバル」が、当地区社協主催、緑園地区シニア

緑園地域交流センターで開催された。ますます人気のこの

出演、ハーモニカやカラオケ、ベリー

ていた。最後はゲストにお迎え

した歌謡講師の「鈴木ジュン先生」と歌手の「田山ひろしさん」による歌謡ショーもあり、来場した聴衆の皆さん共々大いに

緑豊かな心あふれるまち! 福祉活動の

地域の居場所づくりに力を入れていきたい」と語っていた。 

呼びかけを行い、 

前日の大雨・

飲み物・陶芸教室他、盛り沢山の

多くの子供達の歓声が響いていた。 

味をお楽しみいただいた。 

１４時に無事幕を閉じた。 

http://www.ryokuen.gr.jp/external/shakyo/ 

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。

               （緑園地区社会福祉協議会） 

緑園社協 検索 

歌謡ショー 

綿菓子・かき氷 

寄せられた善意 

主催団体等 備　　考

緑園サロン

申込み不要

ピッコロひろば 申込み不要

民児協 申込み不要

南北緑友会 シニアクラブ

保健活動推進員会 申込み不要

緑園地区社協 理事役員会

緑園地区社協・民児協 関係者

緑園地区社協
緑園地区シニア連

別途案内

緑園地区社協 自治会経由案内

 第２水/10:00、第３水/15:00
 第４金/15:00　　主催：ＲＳＣ


