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「富三地区だより」倉」干Uにあたり
■地区を構成する町内会

富岡桜ヶ丘町内会  富岡西部町内会,  富岡北部町内会

ひかりが丘町内会,  西富岡町内会

富岡第三地区 (富三地区)を構成する*5町内会には、それぞれに歴史があります。

住む人々も年を重ね、世代は交代しはじめ、新し<若い家族も転入しきて、町の様

相も変イしする中で、私たちは、伝統を大切にしつつ、新しい時代にも対応していか

なくてはなりません。 平成23年に、町内会と富三地区の活動を見つめ直す目的
で、第二期金沢区福祉保健計画・富岡第三地区計画をたて、その取組をスター トさ
せました。 Allたちの地区計画には、地域が進める「まちづくりJの主要点が網羅

されています。 地上或の活動の状況を、この地区計画に照らし含わせて取組を進め、

振り返り、検討し、また進めるというサイクルを毎年実行していきたいと思います。

今回、この取組の実情を紹介し、地上或の皆さま方にご理解いただ<目的で「富三地

区だよりJの倉」刊に至りました。

私たちの 「富岡第三地区福祉保健計画」 目標と取組

キャッチフレーズ  すすめよう ! 誰もが安心・安全に暮らせるまちづくり

高齢者が安 l出 して

楽 しく過ごせる

まちづくり

○ 見守り

○ お弁当お届け

○ 楽しい集い

子育てできる

まちづくり
○ 乳幼児 見守りや交流の場

○ 」ヽ中学校と連携
○ 青少年の健全育成

0/」 '叉′LJl・ 叉 王

地域ぐるみで

ll.し .

安心 。安全に暮らせる

まちづくり

○ 防犯バ トロール

○ 地域の防災意識

○ 交通安全の意識

○ 消防パ トロール

障がい者にやさしい

まちづくり

異世代交流が活発な

まちづ<り
○家族や地域ぐるみのイベント

○ 子どもと高齢者の集い

○ みんなで健康づくり

人材育成 情報発信できる

まちづ<り
○ 活動充実のために、人材を確保・育成

○ 地区の活動紹介・情報提供



高齢者の見守り体制

平常時 そ して 災害時

災害援護隊 活動理念

《災害援護隊規約》より抜粋
第4条 次の事業を行う。

(4)地 震等が発生し、又は発生するよ

災害時要援護者、ひとりぐらし高齢者、「
及び負傷者の救出、避難誘導、給食給水等の応急対策に関すること。

(5)第 4項を可能とするために、平常時において、災害時要援護者、

ひとりぐらし高齢者、高齢者のみの世帯等とのコミュニケーションを十分にとり、

相互に意思疎通を図り、信頼感を高めること。

要援護者倶」のリス トとそのメンテナンス

活動1  全世帯を対象とした緊急時対応世帯構成を調査し把握

世帯状況変イしに対応し世帯構成票を修正

活動2  災害時に援護・救出を希望される方を募集 手上げ方式

新たな候補の力との話し含い 要援護の同意を得る

災害援護隊 活動スキーム

援護隊員倶」のメンテナンス

活動3  援護隊員の募集、登録、脱退

活動4  複数の援護隊員とご近所要援護者とのグループ化

要援護者と援護隊員のコミュニケーション/安否確認

活動5  援護隊員の要援護者宅への定期訪間/災害時は緊急訪Po0

平常時は「情報」の持参とコミュニケーション

災害 B寺は安否確認・救出・避難誘學 ・・

活動6 「結果」の把握  変化により援護者リス トの修正

新たな「情報」の作成

災害時は災害対策本部 全体把握 防災拠点との連絡



富三地区

6、れあい昼食会
平成24年 11月29-30日

地区全体で取り組む

高齢者の集い

たくさん作るから おいしい  みんなで食べるから 美味しい

はい、両方なのです。65歳以上のひとり基らし

の皆さまをお誘いして、今年も民生児童委員が主

催する「も、れあい昼食会」が行われました。

会場の関係で二日間に分けての開催ですが、今年

も全部で68名のひとり暮らしの皆さま方と5人
の町内会長さんにご参加いただきました。単身世

帯の1曽加とともに、参加の申し込みも年々増えて

います。

メニューは「カレーライス」ですが、民生委員が出を込めて、60余名分を
大きなお鍋で煮込みます。ご飯も5キロを炊きます。沢山作るから、そして

みんなで食べるから、とても美味しいのだと用います。

食事のあとのビンゴ大会では、生活用品の

ほか、手作りの袋ものなどをお持ち帰りい

ただきました。年に一度の「ひとり暮らし
ls~ヽれあい昼食会」ですが、大勢の皆さまに

ご参加いただき、準備する倶」もとても嬉し

く感じています。

く参加した方の声〉
*年一回と言わず、もっとやってほしい
*あの袋ものがほしかったのにビンゴが・・・

*いつも楽しませてくれて、ありがとう

地区内で取り組む だれでも参加 交流サロン つ

せせらぎサロン

主催 富岡地1或ケアプラザ
日時 毎月第一第三木曜日

場所 富岡地域ケアプラザ
内容 ボランティア演奏等

おしゃべιlサロン西部

主催 富岡西部町内会

日時 毎月第一本曜日

場所 三春情報センター内

内容 お茶、おしゃべり

欅ヶ丘フI′―サロン

主催 桜ヶ丘支えあいの会

日時 毎月第二第三火曜日

場所 桜ヶ丘町内会館、他

内容 お茶、歌、体操

ふらっこ茶房

主催 地上或支えあい連絡会

日時 毎月第三水曜日

場所 西富岡町内 花工房

内容 おしゃべり、折り紙

諄んなのサロン西富岡

主催 西富岡町内会
日B寺 毎月第二水曜日

場所 西富岡町内会館

内容 D∨ D、 おしゃべ



富三地区
スポーツフェスティバル

みかん狩りとハイキング

家族ぐるみで参加

地区全体の秋のイベン ト
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1位

ひかιlが丘
富岡桜ヶ丘

2位

快晴の 10月 21日 (日 B習 日)西富岡小学

校のグラウンドで、富岡第三地区の5町内

会が集い、スポーツフェスティバル (運動

会)で楽しい一日を過ごしました。競技は

ジャンボ縄跳び、バケツに水リレー、玉入

れなど12種 目もあり、昼休みは全員でビ

ンゴゲームに夢中、5町内が獲得した得点

により、 1位から31立までのうれしい表彰

式で幕を閉じました。

3位

富岡北部
富岡西部

西 富 岡

この日も快晴の 14月 25日 (日 曜

日)、 富岡第三地区連合町内会主催の

「みかん狩りとハイキング」 5町内会

合計300名 が 10時に富岡並木バス

ターミナルを出発、長浜公園などを経

由して市民農園柴シーサイ ドファーム

に至」着しました。みかん狩り、昼食、

ビンゴゲームを楽しんだ後、住宅街を

通り抜けて、 14時すぎに能見台駅前

に至」着、解散しました。

約16000歩 、良く歩いた疲労感と沢山のみかんを食べた満足感、楽しい一日

でした。

攣彗見崖栃層尋榛筵衆響ヒそったもの狂体とする ・ ‐■|
・限られたサークルや会員制の活動ではなく

できるだけ多くの人を対象としたものであること
今後も、この点に留意して本広報紙を編集するつもりです。

そして、編集者メンバーも更に1曽 員し、幅広いテーマを取り上げます
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