きぬた地区社会福祉協議会広報 第３４号 ２０１９．９．２
会長挨拶
令和元年度～令和２年度、きぬた地区社会福祉協議
会の会長に就任いたしました長島日出男です。私は砧
町町会の会長ですが、皆様には「社会福祉協議会」があ
まり知られていないと感じています。社会福祉協議会は
補助金や受託金を主な財源とし、地域の皆様からの会
費や寄付金により運営されています。多岐にわたる事業
の推進のためには、皆様に地区社協の活動を十分に理
解していただき、活動の基盤となる会費にご協力してい
ただくことが大切です。今後も地域の福祉ニーズにしっ
かりと対応できるように、地区社協運営委員・地域福祉
推進員とともに活動していきますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

長島 日出男会長

きぬた地区社会福祉協議会 運営委員のご紹介
任期 ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日
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～きぬた地区社会福祉協議会とは～
主に砧・大蔵・岡本在住の方を対象に身近な地域の課題や福祉ニーズを発見し、お互いに
協力して、解決するための住民主体の組織で、町会・自治会、民生児童委員協議会、日赤奉
仕団、青少年地区委員会、ミニデイ･サロンの代表者、関係団体等で構成されています。

《２０１８・２０１９年度

活動報告》

◆７０歳からの交流会◆
３月３日（日） 山野区民集会所
参加者：６４名
当日は寒い雨の日でしたが多くの方の参加があ
りました。あんしんすこやかセンターによる口腔体
操を行った後、季節のお弁当などをいただきながら
会話や交流を楽しみました。その後、フラダンスの
演技をみながら、一緒に歌を歌い体を動かして楽し
みました。その後みんなで歌を歌い、笑顔でお開き
となりました。「フラダンスがとても素敵だった」「最
近閉じこもりがちだったが他の方と情報交換ができ
てよかった！」との嬉しい声をいただきました。

３月９日（土） 岡本地区会館
参加者：６２名

ようほうじ

近くの席同士で話をしながら食事をした後、体操・
クイズで体と頭をほぐしました。その後、岡本駐在
所の磯さんより防犯についての話を聞きました。最
後にピアノに合わせてみんなでたくさんの歌を歌い、
楽しい気持ちでお開きとなりました。
また、近隣の高齢者施設からの参加もあり「おい
しい食事をいただいて会話が弾み、新しい友人もで
きて嬉しかった」「楽しい時間を過ごせただけでなく、
さまざまな情報も得ることができてよかった」との嬉
しい声をいただきました。

季節のお食事をいただききながら歓談をして交
流を深めた後、あんしんすこやかセンター職員
の指導による体操で頭と体をほぐしました。その
後はピアノに合わせ歌を歌うなどして楽しみまし
た。
「久しぶりに大きな声で歌を歌って笑って、とて
も楽しい。元気が出る。」「会話をしながらいただ
く食事はとてもおいしい」「楽しい雰囲気の中で近
所の顔見知りもできた。」とみなさん笑顔で過ご
されていました。

３月２３日（土） 妙法寺
参加者：６３名

４月２６日（金） 砧まちづくりセンター 活動フロアー
きぬた地区社会福祉協議会（運営委員、各町会・自治会の代議員）の総会が開催され、平成３０
年度の活動報告・決算報告・監査報告、及び令和元年度は地域福祉推進員の改選もあり、新役員・
運営委員・事業計画・予算についても全て満場一致で承認されました。
長島会長の下、新体制でのスタートとなりました。
（清水 好子記）

５月１９日（日）大蔵運動公園
福祉体験コーナーでは、障害のある方への
理解促進のためにブラインド体験・弱視体験
を行いました。地区サポーターの協力を得て
実施をし、小学生を中心に３８名の参加があ
りました。また、「てまりの会」による本格コー
ヒーのお店も来場者ののどを潤していました。
毎回好評、福祉喫茶のクッキーも販売しまし
た。

６月１９日（水）砧地区会館 参加者：３４名

恒例の「親子でエクササイズ」を、広い和室をお借りし
て実施しました。平日の開催でしたが、パパの参加もあ
り、赤ちゃんとパパ・ママが楽しく体を動かしました。
最初、赤ちゃんを前向きに抱っこして、足の裏と裏をつ
けて「こんにちは～」とご挨拶。鈴木和子さんの巧みな
リードで「おしりフリフリ」をノリノリでダンス。
その後、「いっぽんばし、こちょこちょ」など昔ながらの
手遊びも教えてもらいました。たくさん動いたあとは、小さ
なペットボトルを利用したおもちゃを作りました。赤ちゃん
と一緒の時間はあっという間に過ぎていきます。
「楽しかった！今度はいつありますか？」とのママからの
お言葉。嬉しいですね。
（松原 利枝記）

鈴木和子さん

地区社協の活動を支えているのは、会員の皆様から寄せられる会費です。
社会福祉協議会では、一人でも多くの方に社協の活動に関心を持っていただき、会員として支えてい
ただくために、７月～８月を強化月間として町会・自治会、各団体のご協力をいただき、地域福祉推進員
や協力員が、各地区の皆様のご自宅を訪問して、社協会費のご協力をお願いに伺いました。
お預かりした会費の半分は、地区社協の活動費として、残りの半分は世田谷区全体の福祉活動（地域
支えあい活動、ふれあいサービス事業など）に配分されます。
※社協会費は通年募集しております。

障害のある方が一般企業に就労するために必要な知識や能力を身につける場として、社会福
祉協議会か運営している福祉喫茶の一つです。
砧図書館の一角にあります。くつろぎのティータイムをお過ごしください。
住
所 ：世田谷区祖師谷３－１０－４ 砧図書館１階
予約もできますので、
営業時間 ：午前１１時～午後５時
ご活用ください
定 休 日 ：月・第２木曜日・年末年始
砧図書館の館内整理の休業期間

抹茶ババロア ３００円
コーヒーホット２００円
(セットドリンク１５０円)
エッグタルトセット
(ドリンク付き)５００円

インドチキンカレー
６００円

ハムとクリームチーズサンド
５００円

２０１９年度 主な事業計画（実施済含む）
４月２６日 総会
５月１９日
６月１９日 子育て支援事業 親子でエクササイズ
９月
地区敬老事業助成
９月１７日 地域福祉推進員交流会
９月３０日 元気なうちに考えておきたい「老い支度」講座①
１０月１７日 ひとり暮らし高齢者交流会
１０月２７日
１１月１０日 砧ラリー参加
１１月２８日
１月
元気なうちに考えておきたい「老い支度」講座②
２月
子育て支援事業 子ども服リサイクルマーケット
３月
７０歳からの交流会（砧･大蔵･岡本）
☆高齢者交流促進事業
☆運営委員会
☆きぬた地区社協だよりの発行（年２回）

砧地区緑化まつり参加

砧まちづくりふれあいひろば参加
子育て支援事業ベビーマッサージ

年間数回程度

【編集後記】今年度、きぬた地区社会福祉協議会の活動はすでに始まっております。
「きぬた地区社協だより」へのご意見、ご感想をお寄せください。
【発
行】きぬた地区社会福祉協議会 広報委員会
清水 好子（法人格砧町自治会）
有田 良三（大蔵住宅自治会）
鈴木 清美（日赤奉仕団 砧分団）
松原 利枝（サロン･ミニデイ）
【事 務 局】砧地域社会福祉協議会事務所 電話：５７２７-６１０１ Ｆ：Ｘ：５７２７-６１
０３
社会福祉協議会（砧地区事務局） 携帯電話 ： ０８０-９４１８-７７３６

地域の困りごとなど、様々なご相談は砧まちづくりセンター、砧あんしんすこやかセン
ター、社会福祉協議議会（砧地区事務局）へ。

