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自分から空腹を訴
えることはありません。だからこそ余計に何と
かできないかと思ったのです。
　「カレーの日」は単に食の支援だけではありま
せん。地域の子どもが自由に参加でき、地域の
方の手づくりのカレーを食べる（共食）、一緒に
勉強する（共学）、そして互いに切磋琢磨し合う

（共育）場づくりをし、子どもたちを温かく見守り、
育てる活動になればと願っています。家庭や子
どもたちへの支援を通じて、コミュニティの活性
化を図り、地域の子育て支援の輪を広げて行こ
うと思います。どうかみなさまには本活動の趣
旨をご理解頂き、４月新年度からは泉川公民館
の継続活動の一つとしたく考えていますので、
ご支援いただきますようお願いいたします。
　また泉川校区では、日頃からなんでも行政に
やってもらうのではなく、「自分たちでできること
は、自分たちでやろう！」をスローガンに、国道
バイパスの美化愛護活動、花いっぱい運動、子
どもの見守り、大好き泉川っ子教室や放課後ま
なび塾、そして健康寿命延伸プログラム等に取
り組んで参りました。これらの活動により、まち
がきれいになり、少しずつですが泉川校区の人
口、特に就学児童数が増えてきています。このこ
とは、住みよいまちになりつつある証左でしょう。
　特に「健康寿命を延ばし、介護保険料を減ら
そう！」の健康寿命延伸活動では、地域のみな
さん、特に老人会の精力的な活動によりその成

果が現われています。平成24年
（第５期）の介護保険料は、全
国９番目、四国で一番高かった
のですが、平成27年（第６期）
には、まだまだ高いものの全国
で125番に低下しました。これ
には、様々な要因が考えられ
ますが、私たち泉川校区の健

　皆さま、日頃は地域コミュニティ活動にご尽
力を賜り厚くお礼申し上げます。
　私たちは「自分たちでできることは、自分た
ちでやろう」と泉川に住んで良かったと心から
感じ、誇りに思うことのできるまちづくりを目指
しています。
　この様な状況の下、この度、泉川連合自治会
と泉川まちづくり協議会が統合し、名実ともに
力強い泉川校区まちづくり連合自治会が誕生し
ました。各種団体との垣根も殆ど無くなり「そ
ろそろ自治会と協議会が一つになって活動して
もいいのでは」との声が、地域の皆さまに囁か
れるようになり、泉川連合自治会と泉川まちづ
くり協議会の統合となりました。これからのコ
ミュニティ活動の活性化に期待されます。
　さて、この度まちづくり連合自治会の新たな
る門出に際し、泉川公民館で泉川版「子ども食
堂」を、公民館「カレーの日」と称して、住民有
志のボランティアで始めました。
　社会的、経済的に厳しい状況の家庭が増加し、
満足に食事をとることすらかなわない子どもた
ちも増えているとのことです。みんなで話し合っ
た結果、このことを憂い、単に食の支援だけで
なく、地域で子どもたちを育み、支えていこう
ではないかとの結論にいたりました。
　公民館には多くの子どもがやってきます。時
に食事を満足にとれていない子どもたちに出会
うことがあります。でも、子どもたちは決して

泉川公民館 館長　原　田　脩　三

子どもたちの笑顔とともに
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泉川校区まちづくり連合自治会 会長　石　川　武　博

みんなでつくろう住みよい泉川
　日頃から泉川校区まちづくり連合自治会にご
協力を頂き有難うございます。
　本稿では、現在泉川校区まちづくり連合自治
会で進めております、防災避難訓練と道路の美
化運動２件について地域の皆様にご紹介いたし
ます。
◆ 泉川校区防災避難訓練を広めましょう。
　近い将来東南海地震が起きると言われていま
す。阪神淡路、東日本、熊本の震災を見ましても、
避難所での避難生活の中で、次々と日々起きる
ことへの対応は、予測できない多くの難題があ
ります。
　昨年の11月27日に泉川公民館、泉川小学
校体育館で避難訓練を実施致しました。泉川公
民館では防災避難訓練（HUG）を４班に分けて
防災士、連合自治会役員が行いました。避難
所運営訓練の中で、想定外のものが沢山出てき
ました。
　泉川小学校体育館では各ブロックから選ばれ
た「避難者」が一度に入られたために避難訓練
の指示が適切に伝わらなかったこともあり、次
回からはそれぞれの方々が役になられて避難者
が登場するようにしてはと思います。
　怪我をされた人や一人部屋が必要な方もお
られます。ここで、大事なことは避難所の運営は、
住民が主体で運営することです。
　避難所は、生活再建の為の第一歩であり、復

興・再建の為にも自主運営を行う必要があり、
予め避難所の開設・運営計画を作り、避難所毎
に行政、施設管理者、自治会役員、防災士で
構成し運営する、避難所の準備・訓練は、事前
にしておかなければ、効率の良い運営ができま
せん。
　この訓練は、毎年継続して訓練を行いたい
と考えております。皆さんのご参加をお願いし
ます。
◆ 国土交通大臣賞の受賞、更に国道バイパスの
看板設置に向けて
　永年に渡り、泉川校区の環境美化の観点から
国道バイパス、国道など道路美化清掃を行ない、
特に国道11号の除草と剪定作業では、年間を
通じて何度も多くの皆さんのご協力を頂きまし
た。その功績に対して、昨年８月に国土交通大
臣賞を受賞致しました。
　また、昨年12月に国土交通省へ道路協力団
体指定を申請し、その後12月26日に指定され
ました。これによって、11号バイパスのK'Sデ
ンキから楠中央通りまでの間に看板の設置が許
可され、この看板に標語を入れ、下に企業名を
入れることができます。
　そして、その広告収入が「泉川校区まちづく
り連合自治会」に入ります。その結果、今まで
購入できなかった、消耗品、草刈り機等の購入、
また作業をして頂いた方々へ飲み物を提供でき
るようにしたいと考えています。
　「道路をきれ
いにしよう」と
い う 運 動 は、
大 変 で す が、
皆 さん のご 協
力をよろしくお
願いします。

交通マナー標語等

企業名

交通マナー標語等で
安全を確保することを目的に設置

康寿命延伸の取り組みが、市全体の介護予防の
取り組みへと拡大展開していった成果だと、自
負いたしております。
　最後に、少子高齢化・人口減少の波が押し
寄せ、社会情勢も大きな変化をたどっている中、
公民館変革の動きの波がそこまで押し寄せてい
ます。これからの公民館は学習するだけではな

く、地域の課題をみんなの力を集結して解決す
ることが求められます。その役割をわが泉川公
民館は積極的に引き受けると大声で名乗りを上
げ、「自分たちでできることは、自分たちで」を
合言葉に十年後、二十年後を想定しながら、地
域をあげて歩んでいきましょう。これからもよ
ろしくお願いします。
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りのスペース確認、通路確認、新聞紙スリッパ
製作など体験し、65名の参加がありました。
　初めての訓練でもあり、不手際、検討不足も
あり、訓練の積み重ねの必要性を感じました。
④ 第７回 まちあるき
　10月12日㈬ 恒例の「まちあるき」を実施し
ました。
　昨年作成したブロック別【防災マップ】のフォ
ローも兼ね「泉川 地域の防災」と題して、小・
中学生、教職員、PTA、見守り隊、自治会員総
勢650余りの人が参加しました。
　通学路（避難路）に沿って歩き、防災マップ
に掲載されている防災上役立つモノ、場所、設
備及び中学生があらかじめ調べた危険な個所
等の現状を確認しました。
　自治会館、公民館、大型店舗の駐車場が一
時避難所であること、また公園、神社などの大
木の倒木、道路に沿って立つ電柱、ブロック塀
などの倒壊、蓋のない用水路など少なからず危
険箇所があることもわかりました。
⑤ 先進地研修
　平成29年１月28日㈯ 徳島市防災センターへ
の先進地研修を実施、29名の参加があり、震
度７、初期消火、暴風30m/S等の体験型防災
訓練を実施しました。
　防災講話では、新居浜市から見学に来てい
ることを配慮し新居浜地域が直面すると予測さ
れる、身近な直下型（断層型）地震について聞
けたのが好印象でした。

　日頃より安全安心部の活動にご支援賜りあり
がとうございます。本年度の活動につき以下５
件、ご報告させていただきます。合せて、今後
とも当部会の活動にご理解ご協力いただきます
ようお願い申し上げます。
① ブロック別防災訓練
　７月３日㈰ 下泉ブロックで防災訓練が行われ
ました。
　初期消火、けがなどの応急処置、AEDによ
る心肺蘇生法などを学び、避難用簡易トイレ、
パーテーション、緊急時の持ち出し品等の展示
も行いました。女性の参加者が多かったのが印
象的でした。
② 泉川校区の防災士ネットワークの構築
　防災士の資格を得た泉川校区の自治会員が
集まり「泉川校区防災士会」を結成しました。
　「新居浜市防災ネットワーク」に所属し、防災
知識・技能向上に努めるとともに、防災に関す
る知識の普及、情報の提供及び防災活動を推
進することにより、地震その他の災害による被
害防止及び減災に資することを目標としました。

「泉川防災士会規約」を作成し、定例会を月に
一度、第一土曜日に開催しています。
③   第１回泉川校区避難所運営訓練
　11月27日 ㈰ 香
川県防災士会４名の
講師の指導により、
自治会役員と防災士
とで避難所運営ゲー
ム（HUG）訓練をし
ました。
　避難所運営責任者
になったとして、避
難所で起こる様々な
事態への対応を短時
間で決定する演習を
実施しました。
　 ま た、 自 治 会 の
人々に避難者となっ
てもらい、実際に泉
川小体育館に避難し
て、避難者一人当た

部長　小　山　博　規

安全安心部
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広瀬歴史記念館長による「広瀬宰平と別子銅山
の近代化」、紙芝居研究会による「正岡子規生
誕150周年、紫雲丸事件等」、元地元大企業の
経営者による「地方創生の視点～新居浜をより
活性化と魅力ある街にしていくために」と題す
る講座を学び、先人の教えや今あることに感謝
するとともに、残された魅力ある観光資源、未

　昨年度は、地域で知りたい、学びたいこ
とについて10回の「ふるさと塾」を開催し
ました。
　園芸研究家による「植物と健康づくり」
をテーマに、昔ながらの野菜や山菜の有用性や
自然食品、花木づくりについての講座に始まり、
新居浜市の行政関連で「障害者の福祉サービス」

「木造住宅の耐診診断と改修」について、支援
サービス内容や補助金のあり方等、地域福祉や
安全対策の重要性について学びました。
　歴史、文化、まちづくりに関するものとして、

生涯学習部
「きづきの場を求めて」

部長　野　本　敏　久

き、感謝申し上げます。
　大好き泉川では国道11号バイパス沿いの
ゴミ拾いに小・中学生が多数参加し活躍して
います。また、同バイパスの除草・剪定作業
も自治会を中心に行っており、美しく維持管
理して頂いております。
　環境面では、公民館北側で、生ゴミや落ち
葉を利用した堆肥作りも継続して行っており、
できあがったものはバイパスの花壇などに利
用しています。
　以上のような取り組みを当部会では行いま
したが、今後もこのような活動を継続的に
行っていこうと思います。そして、私たちの住
むまちの為、また次世代の子どもたちの為に
自らの手でこの泉川校区の環境美化を推進
し、美しい街にしていきましょう。
　今後もご理解とご協力の程、宜しくお願い
申し上げます。

　平素より皆様には、当部会の活動にご理解
とご協力を頂き、誠に有難うございます。
　さて、平成28年度の活動報告ですが、校
区内における環境・美化を重点に活動を行い
ました。
　まず主な事例として、毎年恒例の花いっぱ
い運動や大好き泉川、生ごみの堆肥化を行い
ました。
　花いっぱい運動では、年２回、公民館で花
の種をポットに植え、育った苗を地域の皆さ
んや中高学生の皆さんと校区内の至る所に植
え替え、校区全体を花で飾ることができまし
た。また、県道東港線の開通に伴い、新たに
側道花壇の管理を老人会の皆さんに行って頂

環境美化部
部長　太　田　　　初
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る、笑顔や「あ
りがとう」の言
葉で相互対応
することが必
要 等、 相 手
の 気 持 ち に
なって接する
ことが重要で
あ ると語 ら れ、
今後さらに深めて
いく必要があると感じ
ました。
　「ふるさと塾」は、学びの場であり、地域や家
庭の課題に対する改善へのきっかけ、気づきを
与える場であります。
　今年度も学びたい、知りたいものや地域内の
発表者等大いに歓迎いたしますので、ご提案い
ただいて、交流の場としても育てていただきま
すようお願いいたします。

来ある技術の継承を知り将来に向かって活用発
展できることを、知らされました。
　先進地研修として、本年度から当校区で実施
予定のコミュニティスクールに関して、県内唯
一導入している鬼北町の学校を訪問いたしまし
た。人口減少、少子化、情報多角化等変化の
激しい時代を生きるために、保護者や地域が学
校と同じ目線で子どもの成長に関わっていくシ
ステムです。
　ここでは、ふるさとを愛する心、自分や他者
を大切にできる人間性の醸成を願って、地域の
歴史、先人の思い、史跡、生活、地域を誇れる
ところや自然体験などを「郷土学」として取り入
れ未来へつなごうと「地域とともにある学校」
をめざして取り組まれていることが、印象に残
りました。
　介護施設で実践を積まれた先生による「認知
症の予防と接し方」の講座では、認知症の方に
一方的なサービスは、相手の自尊心を傷つけ

健康づくり部
部長　山　内　光　男

た。健康体操教室や、エクササイズウォーキング、
軽スポーツなど、楽しみながら体を動かしての
健康づくり活動を行いました。皆様のご協力に
感謝申し上げます。
　28年度の活動をご報告いたします。
○  恒例になりましたが、毎月12日専門部会前に

全員ロビーにて泉川健康体操を実施してきま
した。泉川年輪のつどいでも、参加者全員で
行いました。

○  毎月15日前後にエクササイズウォーキングを
実施。全地区を楽しく元気にウォーキングし
ました。

○  高齢者の健康増進を目標に家庭でもできるス
トレッチ、筋力アップ、転倒防止などを取り入
れた健康体操教室を体振と共催で年８回開催
しました。

○  11月健康寿命延伸の研修に、高知県日高村

　健康づくり部では“健全で幸せなまちづくり
は健康から”をモットーに取り組んで参りまし
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来賓の紹介と続き、金婚夫婦９組に表彰状、記
念品、紅白饅頭、記念メダルが授与されました。
　次に、地域住民の模範となる地域ボランティ
ア活動を継続して行っていただいている５名の
方の表彰、喜寿を迎えられた13名の方への記
念品の贈呈、原田公民館長のお祝いの言葉、
招待者代表の鈴木禎二さんのお礼の言葉と続き
ました。
　引き続き、記念写真を撮影し、ラップを使っ
た泉川校区オリジナルの健康体操を全員で行っ
た後、会食、アトラクションの部へと移りました。
　会食の準備が整い、泉川校区老人クラブ・
平岡会長の乾杯の音頭で会食は始まりました。
　アトラクションは、社会人落語日本一の芸乃
虎や志さんの一番弟子である芸乃鵜飼さんの落
語、毎年恒例の鳥嶋民謡の皆さん、やまゆり藤
緋会の皆さんの三味線演奏でしたが、参加者の

　 平 成28年９月17
日㈯ 午前10時より、
泉川公民館において、

喜寿を迎えられた方や
結婚50周年（金婚式）を迎

えられたご夫婦、優良ボランティアの方々をお
迎えし、盛大に『泉川年輪のつどい』を開催い
たしました。
　オープニングの黒森会による勇太鼓の演技に
より、体育館中に勇壮で重厚な太鼓の音が響き
渡り、一気にお祝いムードが高まった中、式典
が始まりました。
　式典は、社会福祉協議会泉川支部・真鍋事
務局長の進行により、まず、泉川校区地域ケア
ネットワーク推進協議会・村上会長の開会のこ
とばの後、主催者代表の社会福祉協議会泉川
支部・森田支部長の挨拶、石川市長の祝辞、

地域福祉部
部長　藤　田　憲　明

広報にもつとめています。
　部会では、校区の皆さんが生きがいのある毎
日を、いつまでも元気で健全に生活できる地域
づくりを目指して取り組んでいきます。
　“自分の健康は自分で守る”校区の皆さん、
健康づくりに参加して“健幸づくり”をしてみま
せんか!!

に行ってきました。
○  12月と２月の部会後、軽スポーツ大会を開催。

健康増進と親睦をかねてのシャフルボード大
会を、和気あいあいと楽しみながらすること
ができ好評でした。

○  健康づくり部の新制服を作りました。専門部
会時やエクササイズウォーキングで着用し、
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皆さんは、連合自治会女性部が準備してくれた
温かい汁物をいただきながら、楽しい一時を過
ごされました。
　最後に、泉川校区まちづくり連合自治会・石
川会長の閉会の挨拶で、平成28年度の泉川年
輪のつどいは無事幕を閉じました。
　当日の式典開催に向けた準備・後片付けに、
多くの皆さんのご協力をいただきましたこと、
心より感謝申し上げます。

色々な体験をする中で人間関係の基本、コミュ
ニケーション能力を高め、自然を大事にするこ
とを学びました。
　12月には、西予市にある「ギャラリーしろか
わ」へ第22回全国「かまぼこ板の絵」展覧会を
見に行きました。
　２月には毎年恒例の香川県高松市で行われる

「第10回みたに駅伝」に参加します。
　原稿作成時には、まだ行っていませんが、10
回目の記念大会ですので、子どもたちには頑
張ってもらい上位入賞を狙いたいと思います。
　以上が今年度の子ども支援部での主な活動で
すが、次年度には活動の幅を広げてもっとチャ
レンジしたいと考えますので、常時部会員を募
集しております。興味のある方は、子どもたち
のために、共に活動しませんか？今後とも子ど
も支援部をよろしくお願い致します。

　私たち子ども支援部では、泉川の子どもたち
は地域の宝、この泉川に住んで良かったと思え
ることを目標に日々活動しています。
　平成28年度から「大好き泉川っ子体験教室」
が、子ども支援部から泉川公民館に移行しまし
た。と同時に部会長の交代もあり、部会で今年
度の活動内容を話し合いました。
　主な活動としてまず初めに今まで、公民館を
利用して行っていた「通学合宿」を何か違う方
法で実施してみようということになり、「リー
ダー研修」を企画しました。場所は東平にある
銅山の里に決まり内容は自然体験と集団活動と
し、子どもたちには、「リーダーとは？」という
議題で話し合いました。
　次に「大自然体感活動体験ツアー in 室戸」を
企画しました。これは夏休みに行い、海に出て
ホエールウォッチングやシーカヤックをしており
ましたが、今年度は泉川小学校の大規模改修が
あり予定していた日に、引っ越し作業をするた
め秋に延期しました。焼き板体験とカツオのた
たき調理体験、２日目には草スキーとおもしろ
自転車を楽しみました。子どもたちは、日常生
活から離れた大自然の中で集団行動を行い、

子ども支援部
部長　柴　田　雅　昭
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5月 町民運動会

8月 星原市

9月 泉川年輪のつどい

11月 公民館まつり

1月 とうどさん

泉川校区まちづくり連合自治会について
　「まちづくり協議会」が自治会、公民館、各種団体の支援
のもと、地域課題解決の取り組みを企画・立案し、自治会
が土台となり一緒に活動を進めてきました。今後少子高齢
化が進むなか人口減少、自治会加入率の低下が懸念される
こともあり、さらなる組織の強化、効率化を図るため、泉
川連合自治会と泉川まちづくり協議会が統合し、『泉川校区
まちづくり連合自治会』となりました。
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組織図

部会員の募集

校区の主な行事

お願い
　泉川校区まちづくり連合自治会では、各専
門部会員を募集しております。泉川地域にお
住まいの方で、この地域をより安全に、より快
適に、より安心に、より健康的にしていこうと
思われる方はぜひご参加をお願いいたします。
　専門部会は毎月12日（日・祝日がかぶると翌
日）19:00から、泉川公民館にて行っています。
　1人でも多くのご参加をお待ちしています。

　泉川校区まちづくり連合自治会は
８ブロックと８部会で構成されてお
ります。活動の原資として、連合自
治会（各ブロック）及び自治会へ年
会費300円（各戸）のご協力をお願
いしております。
　会費は公民館で随時受け付けて
います。

※毎月12日　大好き泉川の日

顧　問
地域アドバイザー
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事業」に、３単位老人クラブは、健康寿命延伸
事業として「PPK ぴんぴんキラリ体操」を週１
回継続し、１年半の計画で実施しております。
一歩先を遠望した計画・実践へと変化してきま
した。
　また、高齢者の交通事故多発について、警察
署からの要請をうけ、即単位老人クラブで日程
調整し、交通事故の現状と安全対策についての
勉強会を、各単位老人クラブで開設、校区各老
人クラブの共有課題として取組みを実施。
※郷桧端線の花壇の灌水作業は未集計ですが、
厳寒の早朝に、灌水作業心から感謝しお礼を申
し上げます。
　おわりに、今後の高齢化社会を展望すると、
現在全国の高齢化率は26.7%が2060年には
39.9%に増加し、2.5人で一人の高齢者を支
える超高齢化社会が推計されています。
　加えて生産人口が減少に伴い、医療費・介護
費用の負担増、年金の減額等が懸念されています。
　いま高齢者に求められている近々の課題は、
健康長寿社会の志向であり、「与えられるもので
なく、自ら何をすべきかが」問われており、老
人クラブの最優先課題であると考察します。
　老人クラブの活性化と地域に根ざした事業
に、公民館はじめ関係諸団体のご支援・ご協力
をお願い申し上げまして報告とします。

　サテライト事業として３年間、公民館を拠点
に健康寿命延伸諸策を実施しました。これまで
前年踏襲型の行事から、会員の共有課題として
の健康寿命事業の推進が「自立・共助」「和と輪」
の理念に醸成し、組織の連帯と友愛が深まる活
動体へと大きく変革しました。公民館はじめ関
係諸団体のご協力に感謝申し上げます。
　さて４年目の健康寿命延伸継続事業は、これ
まで３年間推進してきた事業との関連について、
三役会、さらに、各単位クラブ会長・体育部長
18名による熟議を経て、日本レクリエーション
協会とタイアップして行いました。事業の展開
には連合自治会・体育振興会の協力を得て、軽
体操とレクによる健康寿命延伸の継続事業とし
て実施しました。その概要と経過を報告します。

【軽体操とレクによる健康寿命延伸事業の取り組み】
⑴ 新しい参加の掘り起こし事業（６箇所）
　健康の維持・増進のためには運動がいかに必
要であるか「自分事」として理解してもらうため
に、料理教室・郵便局・小学校の読み聞かせグ
ループなどにビラを配布してPR活動を実施。
⑵ ニューエルダー元気塾の開催（３回実施）
　運動・スポーツの楽しさ、大切さが実感でき
るように伝えるため。
⑶   健康広場・元気クラブ開設実施（６回実施）
　運動・スポーツの継続的な実施へ向けた活動。
　以上28年度に健康寿命
延伸事業として推進しまし
た諸事業の概要をまとめ
ますと、
①   レクリエーションによ

る事業（熟議含む）
　 18回　延べ　349名
② 減塩による料理教室
　 ８回　178名
　 （12月末で15回継続）
③ 体育関係
　 ３回　245名
 合計772名
　さらに、市の主催する

「健康長寿地域拠点づくり

健康寿命延伸事業 ４年目の経過報告
泉川校区老人クラブ連合会 会長　平　岡　光　夫

健 康 コ ー ナ ー みんなで健幸づくり
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部は、女性グループの泉川と、男性グループの
男の食彩で、結成年は泉川が昭和53年、男の
食彩が平成９年の発足です。
　両支部共に20名程度の人員で、月１回年12
回の支部研修を実施しています。
　研修方法は、最初に市保健センターで実施す

るための補助金
　下泉久門地区では、上記趣旨に賛同する有志
20名が集まり、上記事業の実施を市に申請した。

（久門老人会の人々が中心となり、自治会内外
の人々に呼びかけたもの）
　平成28年７月25日第１回PPK体操を久門自
治会館で行った。出席18名。以後、毎週月曜日、
13時より約１時間欠けることなく実施している。
　平成29年１月30日、第25回目実施。出席
18名であった。

【現況報告】
　我々の会は、老人会にも自治会にも属さず、
近隣地域に住む人々が、自治会館の使用許可を
得て、週１回健康体操を行う自主グループである。
　市制作のDVDに倣って、皆で一斉に体操をす
る。体操はにいはま元気体操の介護予防編とも
言うべきもので、高齢者にも無理がない。
　懐かしい童謡のリズムに乗って身体を動かす
こと45分。運動の後、寛いでコーヒー、茶など
で歓談をするのも楽しい。グループ員相互の親
しみも自然に増し、互いの絆が育成されていく。
　高齢者の健康長寿の秘訣は、運動、栄養、
人との相互交流（引きこもり防止）にありと言
われているが、PPK体操のグループ活動はまさ
にその線に沿ったものとして、我々に大きな希
望と夢を与えてくれそうだ。

　昭和48年の結成以来、「私達の健康は私達の
手で」をスローガンとして、総ての人々が、健康
で長生きする為の、生活習慣病予防食を中心と
して、行政や日本食生活協会の温かいご指導を
受けながら、新居浜市食生活改善推進協議会

【食改】は、活動してきました。
　現在35支部、会員数700名程度の人員で構
成されています。
　ちなみに、泉川公民館で活動している食改支

　平成28年度の初め、市・地域包括支援セン
ターより、各自治会に対し、下記の趣旨の案内
通知があった。
① 趣旨・目的
　○  PPK体操を中心に、介護予防や健康づくり、

仲間づくりを推進する。
　○  自治会館を通いの場（拠点）とし、そこに

集まる地域の人々自らがグループを作り自
主的に運営する。

② 実施の頻度及び期間
　　毎週１回、１年半実施する。
③参加者
　  　５人以上。おおむね65歳以上の人を対象

とする。自治会員に限定しない。
④ 場所
　　自治会館を利用する。
⑤ 交付金
　  　PPK体操を行うために必要な物品を購入す

健康増進PPK体操のグループ活動について
久門老人会 会長　山　本　道　昭

「元気で長生き」を
目指して 男の食彩支部

井　原　秀太郎
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る地域づくりと、万一、徘徊者が発生した場
合は、地域内で早く助けうるシステムづくり
が必要と思っています。
　これらについての具体化を図るべく平成
28年８月に社会福祉協議会、自治会、民生
児童委員、見守り推進委員、老人クラブ等で
構成した「泉川見守りSOSネットワーク協議
会設立準備委員会」を立ちあげ具体化の検討
を進めています。今後、協議会として進化し、
さらに認知症に対する理解を深め、住み慣れ
た地域で安心してサポートし合い、それがコ
ミュニティの向上に繋がっていくことを皆さん
と共に願っているところです。皆様方の暖か
いご支援とご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

る栄養士と18名の主任推進員の推進員研修会、
35支部長を含めての支部長研修会や、公民館
や自治会館で行う支部研修会の順序で実施され
ます。
　推進員が支部長に、支部長が各支部員（ヘル
スメイト）に支部員が地域にという方法で研修
し、食生活の正しい知識を広めています。
　28年度の研修内容は、規則正しい生活、野
菜を多く摂ろう、高血圧予防、高齢期の健康、
共食の大切さ、脂質異常症予防等をテーマに研
修を実施しました。
　活動を通して、自分の健康、家族の健康、地
域の健康へと、輪を広げたいと考えています。
　支部の活動が認められて、平成27年に泉川
と、男の食彩支部に、厚生労働大臣賞を頂きま

した。この受賞は、両支部のヘルスメイトが長
年活動した結果と思っています。
　これを機に、これからも一層健康ボランティ
ア活動をヘルスメイトの皆様と共に継続して、
新居浜を元気で長生きの町にしよう。

　日本は高齢化が進み、65歳以上の認知高
齢者は予備軍を入れると、28%の862万人
と推計され、2025年には1.5倍に増加し、
80歳以上では２人に１人が予備軍か患者に
なると言われています。
　泉川校区でも、高齢化の進展とともに認知
症高齢者の増加が予想され、地域課題として
認知症について対応が必要となってきている
状況です。
　認知症は脳の障害による病気です。認知症
になりにくい生活習慣や進行を遅らせるト
レーニングによって、発症することなくすご
せたり、認知症になる時期を遅らせることが
可能と言われています。認知症になった人や
家族に対して、優しく暖かく接することができ

認知症をサポートする

「泉川見守りSOSネットワーク協議会」
設立に向けての動き 同準備委員会 会長　野　本　敏　久

インフォメーション
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人に任すというルール
をつくれば、毎年人材の発
掘は可能です。小さな成功体験、喜び、感謝の
言葉が人を化けさせることはみなさんも体験済
みではありませんか。
　新しい活動者が増えていけば、組織に新陳代
謝が生まれ、継続していくに違いありません。
地域に人がいないと嘆くのではなく、人を求め
ていないだけということを反省して、もっと泉
川を元気にしていきましょう。可能性は無限大
です。

　平成24年４月に学力の向上を目指し、毎週
金曜日に泉川小１・２・３年生を対象に読み聞
かせ教室を始め早いもので、もう５年が経とう
としています。
　最初は、読み手の方も居なくて大変苦労致し
ましたが、「地域に眠っている人材をいかにして
表舞台に立たせるか」との思い、色々な方々に
声をかけ仲間が増えてきました。
　地域の活性化には、新しい人材の発掘、新
規事業を創出しなければなりません。経験のあ
る活動ならば自信もある。しかし新しい活動は
不安だらけです。だから新規開拓分野は新しい

地域アドバイザー　篠　原　　　茂

平成28年度 泉川公民館・泉川校区まちづくり連合自治会
学校支援地域本部事業等交流事業

●   高齢者フォーラム 島根県雲南市（11/10）        
『公民館を拠点にした高齢化社会克服プロジェクト最終報告』発表　原田館長、篠原アドバイザー

●   第９回 地域教育実践交流集会 大洲青少年交流の家（12/３～４）     
『紙芝居／読み聞かせについて』発表　篠原アドバイザー、原田館長

●   自治公民館長等研修会 大分県日出町（平成29年１/25）      
『公民館における学びと住民自治の仕組みづくり』発表　原田館長

●   文部科学省社会教育課・学びを通じた地域づくりの推進に関する調査研究協力者会議（８/23） 
『学びを通じた地域づくりの推進のあり方について』委員と参加者の意見交換会が泉川公民館で開催 
参加者　岡山京山公民館、市内各公民館職員他

●   島根県・美郷町教育委員会　田邊教育長　他７名来館（９/26）     
『公民館を核とした人づくり・地域づくりの実践事例について』

●   愛南町老人クラブ連合会内海支部　松本支部長　他７名来館（10/21）    
『健康寿命延伸事業等の取り組みについて』

●   島根県・浜田市教育委員会、公民館連絡協議会　９名来館（平成29年１/10）   
『公民館GP・高齢化社会克服プロジェクトおよびまちづくりについて』

●   佐賀県・佐賀市嘉瀬公民館、まちづくり協議会　４名来館（平成29年２/27）   
『まちづくり協議会と連合自治会の統合による成果について』

◆ 

事
例
発
表
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視
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　　　 泉川小学校
読み聞かせ教室から思うこと
トピックス
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