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　昨年から発行しておりま

す「ボランティア通信」

は、本年から住民自治協議

会の「安茂里地区ボラン

ティアセンター」の広報誌

として発行していくことに

なりました。健康福祉部会

内のボランティアセンター

が各地域の活動報告や情報

をお知らせし、各地域が実施する活動の参考になる

内容とすべく編集してまいります。

　安茂里地区住民自治協議会では、平成29年度から

地域福祉ワーカーを増員し、組織体制の整備を実施

し、一芸ボランティアに登録いただいた方々のご要

望にも対応できる状況となりました。

　団塊の世代が75歳（後期高齢者）に到達し、介護

支援の必要性が高まる2025年を見据えた介護保険法

の改正は、住み慣れた地域を皆で支えながら元気で

暮らしていくための仕組みを関係部署に協力してい

ただき作っていくためのものです。健康福祉部会で

は、新しい「日常生活支援・総合事業」を実施する

ためには、ボランティアグループとの連携を図り、

地域の人材を活用することが必要になってくること

は必然だと考えております。ボランティアセンター

を誰もがいつでも気軽に集まれる場として活用して

いくことで、各地域間の連携もしやすくなるのでは

ないかと思います。

　健康福祉部会は、従来の福祉推進員と保健補導員

の役割を果たす責任の重い組織であることを痛感し

ております。新事業推進のため、役員及び健康福祉

部会員さんは各団体の皆様方との協力が一層大切な

時代を迎えます。どうかよろしくお願いします。

　安茂里地区住民自治協議会の三大イベントの二つ

である秋の大きな行事「第11回アモーレフェスタ」

と「第41回福祉バザー」も必ず成功させたいと思っ

ております。大勢の皆様のご支援とご協力をお願い

申し上げます。

ボランティア通信編集委員長　健康福祉部会長　荒井　訓夫

「地域の活動拠点として」
ボランティアセンターの活用

賑わう福祉バザー

アモーレフェスタ　販売コーナー

ノルディックウォーキング講習会

健康講座
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　６月29日（木）、

小柴見地区のお茶の

みサロンを訪問しま

した。小柴見地区で

は健康福祉部会員と

民生児童委員の主催で年に３回実施しています。開催

場所は小柴見公民館です。

　この日の催し物は、長野市を中心に活動している大

正琴グループ「琴木星（きんもくせい）」の演奏で、

毎回変わる催し物の中でも人気があるそうです。参加

者は30名程でした。

　サロンは10時～11時半までの１時間半。休憩を入れ

ながらではありますが、大正琴を伴奏に時間内はほぼ

唄っていました。歌を唄うことは免疫力アップや脳の

働きを活性化する効果もあると言われており、健康増

進にもつながります。

曲の間のトークも面白

く、みんなで大笑いす

る場面が度々。笑顔が

絶えない楽しいサロン

となりました。参加者

の中には一人暮らしの

方もいて、「みんなと

話せるサロンの場を毎回楽しみにしている。」と話し

てくれました。

　地域での人間関係が希薄化していく中で、このよう

なサロンの場で社会的なつながりを持つことは、これ

からますます重要となってくるはずです。お近くの方

は隣近所で誘い合ってぜひお出掛けください。

（取材：坂戸）

　伊勢宮区のお茶の

みサロンは７月29日

（土）に伊勢宮公

民館で開催されまし

た。伊勢宮区では年

５回の開催です。主催は民生児童委員と福祉推進員

で、この日の参加者は約20名でした。いつもは30名ほ

ど訪れるそうですが、暑い日が続いていたこともあ

り、出足が鈍いとのことでした。

　この日は年５回のお茶のみサロンの中でも催し物が

盛りだくさんの日。南京

玉すだれでは次々に形を

変える“すだれ”に盛

り上がり、紙芝居ではプ

ロ級の読み方に皆さん物

語の世界に引き込まれて

いました。他にもみんな

で歌を唄ったり、フラダンスを観たりと楽しい時間が

続きます。そして、トリは歌謡芝居「九段の母」。戦

死した息子が祀られている靖国神社に年老いた母が参

るという話なのですが、熱演に涙する人もいました。

笑いあり涙ありの充実した１時間30分を過ごすことが

できました。また、公民館の玄関と広間には笹が飾ら

れ、七夕気分を盛り上げる演出もされていました。

　訪れた方に聞くと「一人では来づらいが、誘い合っ

てなら来れる。いつも友達と約束をしている。」と話

してくれました。中には、歩いてくるのが大変なので

近くてもタクシーで来るという方や回覧が回るとすぐ

にカレンダーに書いて忘れないようにしているという

方もいて、お茶のみサロンを楽しみにしている様子が

うかがえました。

　今後ボランティア通信では、各地区のお茶のみサロ

ンの取材を逐次掲載していきます。

（取材：坂戸）

一芸ボランティア事業 本格的にスタート
　平成29年度一芸ボランティアに登録していただいた
方々です。安茂里地区ボランティアセンターでは常時
登録していただける方を募集しています。
　登録者中、コーラスせせらぎ、安茂里吹奏楽団、信
州裾花彩鳥太鼓、深山豊升会、長野柳心会では新たな
会員も募集しています。

　登録者への問い合わせ及び各種ボランティアの紹介、メ
ンバー登録など、安茂里地区ボランティアセンターまでお
問合せ願います。

（８月31日現在）

ボランティア内容 登録者名

生ごみの堆肥化とその利用方法 河西　弘明

デジタルカメラの操作と撮り方 金児　　肇

表具作業一般 一由袈裟美

絵てがみ講座 小林　節子

ロシア人来訪者の街案内など 五十嵐　研

民謡舞踏（安茂里甚句など）・司会 西沢美智子

海外勤務（ボールベアリング）の経験談 石黒　定明

コーラスのステージ発表 コーラスせせらぎ

和太鼓 信州裾花彩鳥太鼓

日本舞踊 深山豊升会

演奏活動 安茂里吹奏楽団

排水つまり・高圧洗浄工事一式 IS日商サービス㈲

空手の組手、演武の発表 長野柳心会

がん、認知症、引きこもりなど
家族の心の支援

ボランティアセンターに
お問い合わせください 安茂里地区住民自治協議会内

安茂里地区ボランティアセンター

　長野市安茂里1771番地１

  TEL 026-266-0527 　（担当　坂戸）

小柴見地区の

伊勢宮地区の

伊勢宮地区のお茶のみサロン

小柴見地区のお茶のみサロン

信更夏まつりに出演した
信州裾花彩鳥太鼓（地域間交流事業）
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　新学期になった４月の１か月間、安茂里更生保護女
性会は安茂里小学校からの要望をうけ、子供たちの登
校を見守りました。朝７時～８時頃までの約１時間、
通学路の４か所にそれぞれ２人ずつ立ち、子供たちが
安全に通えるように声掛けをしました。通学時の小学
生の事故が度々聞かれる中、このような形で地域の子
供たちを見守る活動はとても重要だと感じました。
　更生保護女性会のメンバーが立った４か所は川の近
くでガードレールがない箇所や交通量が多い道路で、
日頃から危険とされている場所です。４月はまだ通学
に慣れていない１年生もいて、より一層の注意が必要
となります。もちろん上級生も１年生に気を配ってい
ますが、大人の目があるとさらに安心です。
　「最初は声掛けに戸惑っていた子供たちも、慣れて
くると挨拶を返してくれるようになってやりがいがあ

りました。」と
更生保護女性会
会長の塚田さ
ん。
　安茂里更生保
護女性会は発足
して３年目。保
育園での読み聞
かせや世代間交
流事業など地域
に密着した活動
をしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
「通学路に毎日
立つことは難しいけれど、できることは今後も積極的
に協力していきたい。」と話してくれました。

　安茂里地区の少年警察ボランティアはメンバー７人
で編成し、裾花小学校のコミュニティ・スクール活動
に参加しており、安全ボランティア活動をしていま
す。小学校の交通安全教室での活動のほか、毎日の登
下校時の児童・生徒の見守りや声かけも自主的に行っ
ています。
　毎日見ていると子供たちの変化にも気が付きやす
く、体調が悪そうな子供がいると「大丈夫？」と声を
かけたりすることもあるそうです。「見守るだけで
はなく声かけが大事。」と少年警察ボランティア代表
の丸山さん。声をかけることで子供たちとのコミュニ
ケーションも生まれています。

　小学校で行われるコミュニティ・スクールの参観時
には「あのおばちゃん知ってる！」と子供から声がか
かるそうです。３月には安全ボランティアの人たちに
“お礼の会”も開かれ、子供から礼状も贈られまし
た。「子供たちから声を
かけてもらったり、礼状
をもらったり、本当にう
れしい。やりがいがあり
ます。」と丸山さん。
　昔のように近所のおじ
いちゃんやおばあちゃん
と交流することがあまり
ない昨今だからこそ、こ
うした活動を通じて触れ
合えることは子供たちに
とっても貴重な経験とな
ります。

　オレンジカフェあもりは６月に１周年を迎えました。
平成29年３月末の時点で来訪者が500人を超えていま
す。認知症の方だけではなく、誰でも気軽に集える場
所として運営しているオレンジカフェ。オレンジのエ
プロンのボランティアさんが笑顔で迎えてくれます。
参加費100円でコーヒーやお茶、お菓子が用意され、
楽しいおしゃべりの時間を過ごすことができます。
　カフェの開店１周年を迎え、カフェ推進役の塚田さ
ん（デイサービスやまや代表）は「皆さまのご理解、
ご協力で１年間運営することができました。感謝の言
葉しかありません。」と話してくれました。
　カフェはボランティアの方たちが中心となって運営
しており、一緒に席に
座り訪れた方の話に耳
を傾け、おしゃべりを
楽しんでいます。ボラ
ンティアの方々に話を
聞くと、「ボランティ
アをすることでいろい
ろな世代の人と触れ合
える。」「自分たちも
オレンジカフェの日を楽しみにしている。」との言葉
が返ってきました。
　オレンジカフェではボランティアを募集しています
ので、ぜひご参加ください。

「オレンジカフェあもり」
　毎月第３木曜日
　午前９時30分～11時30分
　かがやきひろば安茂里２階
　参加費　100円

問い合わせ先
　長野市地域包括支援センター安茂里
　TEL 026-226-3895

安茂里地区更生保護女性会が取り組んだ活動

安茂里地区少年警察ボランティア協会の取組
二年目を迎えた オレンジカフェ あもり

一周年記念にフラダンスの演技

10月19日

11月16日

12月21日

１月18日

２月15日

３月15日

平成29年度の
開催日

警察ボランティアの見守り活動（裾花小学校にて）

生徒からいただいた礼状

オレンジカフェ スタッフの準備

更生保護女性会による見守り

地域の見守り活動

地域の見守り活動

おしゃべりを楽しむスタッフ
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　地域包括支援センター
は、高齢者が住み慣れた地
域で生活を継続できるよう
にサポートする機関です。
これから加速していく高齢
化社会に向けて、高齢者や
その家族を支える心強い味
方となってくれます。
　安茂里地区を担当する
「地域包括支援センター安
茂里」は、かがやきひろば
安茂里（安茂里老人福祉セ
ンター）の２階にあり、主
任ケアマネージャー、ケア
マネージャー、看護師、

社会福祉士がおり、様々な相談に応じています。介護
の相談内容は複雑で悩んでしまいがちですが、そんな
ときは一度地域包括支援センターに相談してみて下さ
い。

地域包括支援センター

　「福祉の相談窓口って色々あってどこに相談した
らいいかわからない」「相談したいけど何をどう
やって相談したらいいか分からない」など、どこに
相談していいかわからない相談は、一度地域包括支
援センターにご相談下さい。
　もちろん包括支援センターですべてが解決するわ
けではありませんが、お話の中から困っている問題
を整理、助言をさせていただいたり、適切な相談先
へつないだりすることで皆様の生活を支援します。
（地域包括支援センター安茂里宮澤社会福祉士）

長野市地域包括支援センター安茂里

　長野市安茂里1775　TEL 026-226-3895

　安茂里支所の西側にある西部保健センター

です。ここには所長、事務担当者のほかに各

地区を担当している保健師がいます。健康づ

くりに関する相談や教室の開催、健診や教室

などを行う母子保健、がん検診、感染症の予

防、災害時の対応など住民の皆さんが健康で

安心して暮らせるように日々取り組んでいま

す。

　保健センターを会場として行っているもの

にはがん検診があります。また特定健診など

は医療機関で受診した結果を元にして保健相

談を実施しています。相談は保健師、管理栄

養士などが担当しています。

　また赤ちゃんから幼児までの健康診査や健

康教室も開催しています。健康・育児相談で

は大勢のお子さんと保護者の方が日々の子育

てについての相談に来ています。

　地域のお宅に訪問することもあります。赤

ちゃんが生まれたとき、心の病気の方や家

族、健診の結果から生活習慣病予防や生活環

境の見直しが必要な方などに対してお伺いし

ています。

　また地域の団体か

らの要望で出前講座

をお受けしていま

す。地域での集まり

があるときに健康に

ついての情報を提供

しています。

　ご希望があるとき

はぜひ保健センター

にご相談ください。

西部保健センター

　電話 224－1101

　 FAX 224－1818

松坂所長を囲み
安茂里担当　戸谷保健師（右側）
　　　　　　長田保健師（左側）

保健センターの役割について
西部保健センター　戸谷陽子

　ボランティア通信第３号をお届け
します。今後ボランティア通信は、
安茂里地区ボランティアセンターの
広報誌として年２回（10月、３月）
を目標に発行していきます。地域の
福祉活動情報を中心に掲載したいと
考えておりますので、様々な地域の
取り組みや活動をお寄せ下さい。

編集委員
委員長　荒井　訓夫

委　員　松坂　　明

　　　　市川　博之

　　　　小林　　勝

　　　　丸山りつ子

　　　　坂戸　清美

編 集 後 記

地域包括支援センター安茂里
スタッフ

介護保健法の改正に伴う安茂里総合市民センター各団体の取組

　特養、グループホーム、デイサービス、ケアマネ、介護用品
等、みなさんもお聞きになられたことがあるかと思いますが、
あかね会は安茂里の民間の施設で介護の仕事をしている会社が
集まり、地域の方々に何かお役に立ちたいと活動している組織
です。

　「住み慣れた場所でいつまでも暮らし続けることができるよ
うに」、年老いても健康で幸せに暮らしていける安茂里を目指
して少しでも役に立てればと思っております。
　自分たちがどんな仕事をしているのか知って頂こうとアモー
レフェスタに５年連続で参加させて頂いています。ゲーム、体
験、相談会を通して少しでも知って頂ければと考えています。
　介護について分からないこと、不安なこと、ご家族のことを
皆さんが日頃利用されるお店で買い物のついでに気軽に相談を
して頂けるよう、西友様、アメリカンドラッグ様のご協力で２
か月に一度「何でも相談会」を開催させて頂いております。
　徐々にではありますが安茂里の方々に知っていただけるように
なって参りました。もっともっと知っていただき、より身近な存
在になっていきたいと思っています。

あかね会について
あかね会事務局　原 重知

ドラックセンターで実施し
ている介護なんでも相談

西友での介護相談


