「オンラインによる地域福祉フォーラム開催」
荏田南地区社協総務書記 野本徹夫
コロナ 緊急事態宣 言が延長さ れ、外出等 の自粛が 求 められ
ている 昨今ですが 、子育てに 関わる問題・地域の シ ニア 支
援など、我々を取り巻く課題 は、コロナ 下におい て も 、待
ってはくれません。
それどころか 、充分な情報 交換 も難しくなる 中 、 地域と
して、如何に課題に向き合う かが 問われていると 言 えるで
しょう 。
このような 環境下 で、社協 として 活動を滞らせ ぬ ことを
勘案し、初めての 試みですが 、オンライン ＺＯＯ Ｍ による
講演会 スタイルの 「荏田南地 区地域福祉 フォーラ ム 」を二
月七日に開催しました。
講演テーマは 「いまどきの 子育てで大切なこと ・ 幸せ子
育てのための五つのポイント̩」と題し、日本保育学会副会
長等の役職にあり 、多くの著 書を出されている 、 玉 川大学
教育学部教授 大豆生田 啓友（おおまめうだ ひろとも )
氏にご講演をいただきました。
「サザエさんの 時代には、 子供を外で放し飼い に できた
けれど 、今の時代は、子供を 自由に外で遊ばせる こ とすら
難しい、でも、乳幼児期の遊びはとても大切です」
「子育て
をしていると 、悩みごとは 絶 えないけれど 、悩ん で いるの
はあなただけではないのです 」など教授のソフト な 語り口
に癒され、勇気づけられた方
も多かったこと思われます。
初めてのオンラインＺＯＯＭ
講演会ということで、不安もあ
りましたが、当日は、五十三カ
所からの聴講があり、オンライ
ンによる利点として、夫婦で一
緒に聞くことができ、子育ての
問題を共有できたなど三十七件
の質問・感想があり、大いに盛
上りました。
冒頭に申しましたが、厳しい
環境下ではありますが、地域支
援を目指した新たな試みにも取
組みたく、皆様のご参加ご協力
をお願いいたします。

親子リトミック♪「おさるん」
山本チエ
「おさるん」は、おさるのゴンちゃん（腹話術）といっしょに
フラフープやスカーフ、カラーボードなどを使って音楽にのり
自由に表現したり、指先を使うシール製作、パネルシアターな
どを行うとても楽しく刺激的な親子リトミックです！
「子どもといっしょに楽しい時間を過ごしたいな」と思い、
１ ２年前 に立 ち上げ てから 今ま でたく さんの 子ども たちと 笑
顔で過ごしてきました。
これからも、まだまだ楽しい時間を作って行きたいと思ってお
りますので、ぜひ「おさるん」にご参加いただき
親子リトミックをゴンちゃんといっしょに楽しみましょう！
■月１～４回火曜日（８月はお休み）
■かしの木台ハイツ集会所２階（荏田南１の１９の８）
■１０時３０分～１１時３０分
■参加費親子１組（１～３歳） ５００円
■参加ご希望の方は事前にご連絡をお願い致します。
おさるのゴンちゃんとお待ちしております。

福祉委員会に入って

どんなことでもお気軽にご相談ください！

都筑区茅ヶ崎中央 24-12
ライオンズプラザ港北ニュータウン 201

かもいけ
ベルーガヘルスケアサロン
電話 045-532-6516
〒224-0003 都筑区中川中央 1-28-19 グリ-ンエ-ジ202

chie503322@docomo.ne.jp 山本チエまで

小規模多機能型居宅介護施設
看護師常駐、医療処置対応ができます
通所介護・個室入浴ができる半日デイサービス

深澤りつクリニック 医療福祉相談室
☎ 045-914-4101 メ-ル：soudan＠ritsu-c.com
訪問看護ステーションNOA
☎ 045-914-4003 FAX:045-913-9345

連絡先
だんだんと暖かい日が増えてきましたね。菜の花などのお花が咲いているのを見ると、
春がすぐそこまできているなぁと感じます。感染症の収まりが未だ見えない状況ではあり
ますが、葛が谷地域ケアプラザでも、春に向けて事業を計画中です。
今回は毎年実施している事業をご紹介します。
① ふれあいボッチャ・・・毎月第２水曜日１３：００～１５：００「ボッチャ」という
高齢者の方や障がいのある方も簡単にできるスポーツです。
② 編み物サロン・・・毎月第４水曜日１３：００～１５：００わからない部分を
ボランティアの先生が優しく教えてくれます。
③ 子育てサロンきらきら・・・毎月第３金曜日１０：００～１２：００保護者とお子さんが
楽しく過ごせ、友だちづくりができる場所です。
いずれも参加者大募集中です！お問合せは葛が谷地域ケアプラザまで。また、「こんな
講座をしてほしい！」などご希望がありましたら、ぜひご連絡ください！！

（都筑区総合庁舎バス停前すぐ）
足浴や看護師による爪切りも行っています。
随時見学受付中。介護のこと何でもご相談ください。
担当：村上・鬼頭
〒224-0033 都筑区茅ヶ崎東 2-12-24

荏田南中学校二年 川崎 瑞玲

葛が谷地域ケアプラザ 生活支援コーディネーター 明間 瑛莉子

都筑区荏田南５丁目 18－53
（『荏田南』バス停徒歩１分）
電話：045-942-7961
通い、訪問、泊まりが自由に利用できます。
スタッフ募集中
※介護等について、お気軽にご相談下さい。
小規模多機能型居宅介護 Harmony House
☎ 045-530-5070 FAX:045-530-5217

荏田南小学校の
父ちゃん＆母ちゃん
頑張ってま～す

私は、福祉委員会に入って、色々なこ
とを学びました。
十一月二十日と二十五日に、赤い羽根
共同募金の呼びかけをしました。学校の
昇降口の前に立って、「おはようござい
ます、赤い羽根共同募金です。ご協力お
願いします。」などと声をかけました。
最初は小さな声でしたが、だんだんと緊
張がほぐれ、大きな声で呼びかけるよう
になりました。募金してくださる方が、
「ありがとうございます。」と言ってく
れて、とてもうれしい気持ちになりまし
た。さらに、周りに立っている福祉委員
の人も、ありがとうと言っていて、とて
もいい雰囲気だなと感じました。
また、福祉委員会ではエコキャップ回
収も行いました。多くのキャップが集ま
るクラスもあれば、集まらないクラスも
ありました。多く集まるのはとてもうれ
しいのですが、特定の一人が家から持っ
てきているのをよく見かけます。その姿
を見ると、他の人は持ってきていないの
かな思ってしまいます。さらに、福祉委
員 の呼 びかけ が足 りなか ったの かな と
も考えてしまいます。全校生徒一人一人
が 少し でも多 くキ ャップ を持っ てき て
くれるように、たくさん呼びかけをしよ
うと改めて思いました。
この ように 、私 は福祉 委員会 に入 っ
て、あいさつの大切さと、全力で取り組
むことの大切さを学びました。あいさつ
は 人の 心を温 かく するも のだと 思い ま
した。今後あい
さつをしていく
ことで、福祉の
心が広がって
いくと思います。

http://www.yokohamashakyo.jp/kuzugaya/index.html
TEL:045-943-5951

荏田南小ＰＴＡ会長 杉本周子
荏田 南小学校 にはＰＴ Ａ とお父 さんの会 とい
う団 体がありま す 。父ち ゃん母ちゃ んたちが 地
域の 方々と連携 しつつ子 どもたちが 明るく安 全
に過 ごせるよう 、そして 親自身も他 の保護者 や
先生 方 、地域の 人々と関 わることで 学びなが ら
楽しみながら活動しています。
昨年 は残念な がら行事 がほとん どなく活 動も
限ら れていまし たが 「で きる人が、 できると き
に、 できること を 」をモ ットーに 少 人数の役 員
で学 校入り口の お花植え をしたりベ ルマーク の
集計 や広報誌の 作成、ま た新たな試 みとして 学
校と連携して YouTube配信も始めました。
校長 先生 のイン タビュー 動画もあり ますので 、
荏田南小で検索してみてください★
また 、保護者 全員 が日 常からパ トロール の意
識を 持ちつつ、 いつでも どこでも 地 域の安全 に
つい て気づいた ことをす ぐに ＨＰの フォーム か
ら知 らせること ができる パトロール システム を
導入しました。
地域 の方で何 かお気づ きになっ たことが あっ
たと きは 荏田南 小学校 の 保護者にお 声かけい た
だければと思います。
お父さんの会も地域の清掃
活動を定期的に行っていま
した。オレンジ、白、黒の
Ｔシャツでごみ拾いをしな
がら歩く父ちゃんたちの姿
を見かけた方もいるのでは
ないでしょうか？
コロナの状況にもよりま
すが、今年は少しずつ活動
が再開していけばいいな～
と思います。
地域活動などで荏田南小
の父ちゃん母ちゃんを見か
けたらぜひお声かけくださ
い♪（おそろいのＴシャツ
の確率が高いです）

「地域ケアプラザ」ってどんなところ？
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