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松林寄り合い処（仮称）開設に伴う協力スタッフ募集について

芝川の柚野、 内房地域に続き、 松林にも身近な 地域の方々がおしゃべりできる場所を作り、仲間づくりや生き
がいを進め、 平時の 孤立の解消、 災害時の助け合いをしていく場として 寄り合い処の開設を予定しています。

1. 主 旨

松林町内のお茶の間として、 誰でも自由に参加しおしゃべりのできる「松林寄り合い処（仮称）Jを松林町内会
の 集会所を利用させていただき開設を予定しています。
運営 に 協力してくださるスタッフを募集いたしますので多数の方のご協力をお願いします。
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2. 目 的 、 ""'- --- 〆

(1）地域の件間作り (2）生活のメリハリ（3）孤立・孤独の解消 （心安心・安全・協力・支えあい
(6）生きが νづくり

3. 活動内容
(1）レクレー ション、 ゲーム、 おしゃべり、軽い体操、 勉強会など参加者が楽しめる内容をみんなで話し合

って進め、 楽しみながら目的達成を図ります。
(2）勾絡の午T含ibニ毛羽手切れ 月1回程度集まり、参加者の意見をもとに次の行事内容を決めます。
(3） 地域自治会 （松林町内会長、 福祉協力員）の 協力を得て、 自発的な有志の方々で構成し運営します。
(4） 参加費は原則無料（社会福祉協議会からの補助金を活用したい）。 老若男女誰もが参加できます。

た乏し、 食事会を含む行事の際には、 弁当代持参となります。

4. 松林町内会へのお願い事項
(1）集会所の無償使用 (2）寄り合い処開催通知の班回覧 のご協力をお願いします。

5. 今後の予定
(1）協力スタッフのまとめ (2）寄り合い処の名称決定 (3）第一回開催内容の決定
(4）富士宮市社会福祉協議会への通知、 協力要請 （本年 10 月を目処 に開設予定）
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上羽鮒区松林町内会の地域寄り合い処設立に向けて

平成 23年 ■月 15日 (火 )1330～

富士宮市社会福祉協議会

地域ささえあい係 橋村

1.寄り合い処つてなに?

2.なぜ、寄り合い処が必要なの ?

3.寄り合い処はどのような「処 (ところ)」なの?

4.富士宮市内にはどんな寄り合い処があるの ?

5。 寄り合い処をやるために何から始めればいいの?

6.寄り合い処を成功させる 10カ条



富士宮市社会福祉協議会の

「地域寄 り合い処 を成功 させ る 10か条」

①参加者が行きやすい場所

②少人数が望ましい

③ 定期的な開催日

④参加者主体の活動

⑤無理のない活動計画

⑥ スタッフが共に楽しむ

⑦ 問題を抱え込まない

③ 皆の意見を尊重する

⑨積極的に地域に情報を発信する

⑩社会福祉協議会と連携をとる



羽鮒・松林 平成23年 11月 30日
寄り合い処代表

第 1回「地域寄り合い処 お茶のみ会」開催通知

今月15日 、地域寄り合い処説明会後、町内会有志の方々による開設の賛同を得た
のを受けて、第1回お茶のみ会を下記により開催いたします。

ご都合の付く方の参加をお願いします。
隣同士、声を掛け合つてお出かけください。(もちろん自由参加です)

記

1.開催日時 :2011年 12月 13日 (火 )午後1時30分より3時

2.場所  :松林集会所

お茶を飲みながら、日ごろ感じたこと、次回についてなど自由なおしゃへりができます。

今回は、第1回ということで、「認知症予防のための健康づくり」の話も予定しています。
話し手は特別養護老人ホーム百恵の郷 職員 4ヽ池久子さんです。
認知症にならないために日ごろからどのように健康を維持できるか、私たちと一緒に
話合いや質問などにも応じてくださるようです。 お楽しみに。

以上



とろすれ博合接予防が出来る（；）？

基本手エ什，，スト芝生活鞘挽千 X •y ’7 I 

合醸予簡t;)feめに跡、定期的に自分（；）状態老知るごとか大切窓可。

生活機能芭衰え乞いるとごろ奄早めに知吋、事弱しZし参ろ前に
維持・向土t;)怠めに合績予備に取，1 組おことが出来るt;)芭可。
をt;)震；f)に、定期的に 『 基本手 :c "I ，，，，：スト』を自己乎 Z 守勿
し乞、気に毒事る傾向か見勾靴底句、医療機関老衰診し記叫、地域包括
支援trシ令官ー・地域型支据也シター惨とに早めに相践し参しょう。
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どん移ごとをす机博合醸予備が出来るぬ？

節拘奄つ叶参しょう。

歩く t:!11寸芭跡心配機能Ci)向土移どに大§移効果がa.,1 事坊が、

を靴店叶芝陣筋力Ci)維持防由来乞也、 筋力Ci)向土悼し号ません。

筋力Ci)向土に跡、 筋肉に一定Ci)負荷をかける運動か効果的を.。

はじめに、現在あなたがどの〈らい転びやすい

状般にあるかをチェックしてみましょう！

片足バランス立ち・・・目をあけたまま、片足で10秒以上立っていられますが？

10秒以内のひとは、 「転倒危険ゾーン』です。転倒予防体操を始めましょう。
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4. エネルギーとtelLII＜貨が多〈倉孝ねる食畠を食べ号参しよう。

5. 脱水症状老予防.るfeelに、水分をじゅうSんに摂，1参しよう。

。． ロ陸線患や運動・身体活動、体奮（睡眠）（；）生活吋友bを盤え審しよろ。

白老元気にし参しよう。

口跡、富z’・食べる・表情老豊かにする惨と、元気定義しい生活老送るfef)(;)

大切移機能奄患っ乞い彦.。口腔（；）機能が値下.ると、食事奄＂いしく感じ穆〈

捗っ,e,1、抱11,:;tc老動かし,e,1、人と蔚しゃべりを楽しむととか苦手に移っ,e,1••• 

生活全般吉元気が移く移，1やすく移Sl事！If。

元気移口腔老維持し芝、いきいきとし厄毎日奄送叫参しよう。



ロc;)寝rce吋奄予防..るヒント

口の

手入れ

口腔の

体操

・毎食後、歯奄おかく ・ λa歯跡、防ずし乞掛かく

・歯と歯ぐe0境自に歯τ弓シ（；）毛先をa-c、時間老か叶T寧に

・歯志叶芭＠〈、舌や陪al（；）肉倒事ettいに

・ロ奄踊じ忠彦号、陪＂老＆く；：；号表世葉5”、1'fc夢l)fe‘11'る

・白老女§〈聞け芝、舌を出し定”寄ら込Mfe'I司る

・舌を出し芝、土下左右に勘抱...

両方－わせZ行い参しsろ
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富士宮市合接予防教室に

積極的に巻加し号ませんか？

いつ彦君事自立し忠生活老送る定めに、高.期抱内c;)健康づくりの

きっ抱Eけとし芝、地域型支援匂シターが毎年慮、企画開催しむ喝

合護予防教室に§加し乞お参しよう1

－転倒予防故宮

・rr.知症予防叡室 ・口腔機能向土輯座

－ろっ予防 ・閉じこ事”予防




