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住民の広場  笹野台地域ケアプラザ地域包括支援センターへの相談事例をご紹介していきます。 

笹野台地域ケアプラザは『地域のよろず相談所』 

コロナ禍の閉じこもりによる筋力低下での転倒 

【ご相談内容】昨年3月の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣

言が出るまでは、グラウンドゴルフ、趣味のサークル、買い物な

どで週3-4日は外出していたが宣言が出て、グラウンドゴルフも

サークルも休止となり出かけることがめっきり少なくなった。 

宣言が解除され久しぶりにグランウドゴルフに参加したが足がも

つれて転倒してしまい、左手首骨折と左足打撲で半年の自宅安静

療養となる。介護保険の世話にはなるべくなりたくないが、どう

したらよいか。 

【対応】まずは介護保険を申請して認定がついたら『デイサービ

スを見学してみようかしら』となり、自信がついたらケアプラザ

の体操教室にも申し込むとのこと。 

【おすすめ】ケアプラザまで来ていただければ『元気に介護予防 

ロコモ予防体操』『脳と体のトレーニング体操』など体を動かせる体操教室や『フラワーアレン

ジメント』『写経しませんか』などを開催しています。その他、健康講座など皆様の役に立つ講

座も開催しております。毎月発行の笹野台ケアプラザだよりや地域の掲示板に張り出されるチラ

シを見てください。 

ご相談は笹野台地域ケアプラザ 相談専用電話367-2070まで。お気軽にご相談ください。 

 今号では、4月から始まった移動販売の記事を掲載しました。みなさんの

笑顔や明るい声が聞こえてくるようです。コロナ禍で活動自粛が続きます

が、ワクチンの接種が始まり、少しでも地域行事やサークル活動などが再開されることを願

うばかりです。             太田 江口 安藤 荒木 

連合自治会予算は ４，９５０，８８７円です。 

 令和３年４月笹野台地区連合自治会総会（書面表決）を経て、連合自治会長に

就任しました喜多昭夫です。高橋元会長、大田前会長はじめ役員の皆さまとこれ

まで連合の運営に取り組んできました。私どものいまやSDGｓといえる「きれい

な街」「住みよい街」「安心して暮らせる街」は普遍的命題です。一方、昨年来

の感染症脅威のなか、これからの社会環境変化に柔軟に、逞しく対応する力も求

められます。今年度は第４期地域福祉保健計画のスタートの年です。区、社協とともに笹野台地

区の「ささえあい連絡会」を推進していきます。地域の皆さまのご指導、ご鞭撻とご支援をよろ

しくお願いいたします。       笹野台地区連合自治会 会長  喜多 昭夫 
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２０２１年度 行事予定表 

月 日（曜日） 行 事 主 催 

  ４月１８日（日）  連合・社協総会  連合・社協 

  ５月 ９日（日）  連合・社協合同研修会  連合・社協 

  ５月１４日（金）  希望が丘中学校体育祭  希望が丘中学校 

  ５月１５日（土）  かがやきクラブ笹野台支部総会  かがやきクラブ 

  ５月３０日（日）  北公園・緑地公園美化清掃活動  連 合 

  ６月１３日（日）  笹野台三世代輪投げ大会  連 合 

  ７月３１日（土）～８月１日（日）  笹野台神輿祭り、盆踊り大会  連 合 

 １０月 ２日（土）  連合体育祭 ※予備日１０月３日（日）  連 合 

 １０月１６日（土）  笹野台小学校運動会  笹野台小学校 

 １０月２４日（日）  敬老会  社 協 

 １０月 末  ハロウィン仮装パーティー  笹野台商店会 

 １１月 ７日（日）  連合防災訓練 ※予備日11月14日（日）  連 合 

 １１月  福祉講演会  社 協 

 １２月２６日（日）～３１日（金）  歳末特別警戒  消防団 

  １月 ９日（日）  どんど焼き  社 協 

  １月１６日（日）  連合新年賀詞交歓会  連 合 

書面表決に変更 

書面表決に変更 

中 止 

中 止 

中 止 

2021年度 笹野台地区連合自治会役員・各団体代表者名簿  2021/4/18 

連合自治会 

役 職 氏 名 所属自治会 

 会 長 喜多 昭夫 向日葵 

 副会長 吉田 浩幸 露木ヶ丘 

 副会長 松尾 俊治 テラス・アルカサル 

 事務局長 井関    玲 中央 

 総 務 佐藤 昭子 富士見ヶ丘 

 総 務 藤村 和彦 境友 

 会計担当理事 小野川 明 東笹野台 

 会館担当理事 平田 一吉 金が谷 

 理 事 石附 隆廣 岸本 

 理 事 河野 洋三 向日葵 

 理 事 駒井 秀紀 楽老峰 

 理 事 鈴木 秋彦 南笹野台 

 理 事 加藤 優希 山百合 

 理 事 中村 誠 Ｇ・ﾚｲﾃﾞｨｱﾝﾄ 

 庶 務 和田 初枝 露木ケ丘 

 庶 務 松尾 絹子 テラス・アルカサル 

 監 査 小野 明 南笹野台 

 監 査 石川 安居 山百合 

 相談役 大田 陽夫 南笹野台 

 顧 問 近藤 和義 岸本 

各 団 体 

社会福祉協議会 会長 近藤 和義 岸本 

民生委員児童委員協議会 会長 櫻岡 紀子 楽老峰 

スポーツ推進委員連絡協議会 会長 岩城 文吉 南笹野台 

青少年指導員連絡協議会 会長 土屋 まきこ 楽老峰 

保健活動推進員会 会長 二見 しのぶ 南笹野台 

環境事業推進委員連絡協議会 代表 栗田 隆 境友 

消費生活推進員会 代表 野口 博 富士見ヶ丘 

かがやきクラブ笹野台支部 支部長 菅原 清 金が谷 

連合子供会 会長 杉山 有香 中央 

旭交通安全協会笹野台支部 支部長 栗原 道善 露木ヶ丘 

防犯指導員笹野台支部 代表 太田 欽也 岸本 

旭消防団第４分団第６班 班長 佐藤 豊彦 中央 

保護司 代表 西山 東郷 向日葵 

家庭防災員 代表 辻  澄子 山百合 

笹野台新報社 社長 太田 欽也 岸本 



 

   ささのだいホームページ www.sasanodai.com                   笹野台新報社：旭区笹野台3-5-17  笹野台会館内  045-361-9865 

きらっとあさひプラン 第４期旭区地域福祉保健計画 

●令和３年度～７年度にわたる５か年計画 

●「笹野台地区ささえあい連絡会」が母体となって推進 
  メンバー：連合自治会、地区社協、民生委員児童委員会、かがやきクラブ、 

       笹野台支部、連合子供会、青少年指導員会、スポーツ推進委員会、 

       家庭防災員会、友愛活動推進員、消防団、地域ケアプラザ 

●私たちが描く地区の未来図 
自治会単位で、隣近所の皆さんをよく知り助け合って、地域が「住み良い街」「困りごと

を気軽に相談できる街」「お互いにゆるやかにささえあえる街」になるよう努めます 

●笹野台地区の目標はふたつ 
①地域防災力の向上：防災・減災の仕組みや災害時の備えの充実を図る 

②地域の見守り：ゆるやかな見守りネットワークを作る 

●第４期のポイント 
連絡会メンバーである自治会長が中心になり、地区社協・関係諸団体・ケアプラザ・行政

と力を合わせて色々な活動を推進して行きます 

●今、自治会員の皆さま全員の力が必要 
会長を中心に各自治会でいろんなお話をしながら、地区の未来図に向かってゆっくりと進

んで行きましょう 

社会福祉協議会予算は ２，２０５，５３０円です。 

 地区社協は、連合自治会・各種団体・地域ケアプラザ・行政・学校などと力を

合わせ、地域の福祉活動を推進します。今年は連合自治会・社協が協働で進めて

行く「笹野台地区ささえあい連絡会」による「第４期地域福祉保健計画」推進の

初年度に当たり、新しく決まったふたつの目標の展開をスタートします。 

①地域防災力の向上： 防災・減災の仕組みや災害時の備えの充実を図る 

②地域の見守り： ゆるやかな見守りネットワークを作る 

 今年も「コロナウイルス」感染の渦中にあり引き続き日常生活に種々の規制が設けられ、地域

全体の活動があまり活発には行われないかと思われます。このような状況の中ですが、環境も次

第に整ってくると期待されますので、いつでも本来の姿に戻せるよう皆さんと一緒に準備してお

きましょう。「住み良い街」そして「困りごとを気軽に相談できる街」作りに向かって進んで行

きましょう。         笹野台地区社会福祉協議会 会長  近藤 和義 

笹野台新報社予算は ２４４，２３５円です。 

 コロナウイルス感染症の終息が見通せないことから、昨年に引き続いて地域行事の中止を余儀な

くされていますが、「ささのだいニュース」は、今年度も「文字を大きく読み易く、写真を多く」

に心がけて、年４回Ａ３両面カラー印刷で各戸配布します。また、ホームページ「ささのだい」も

タイムリーな地域情報掲載を行い、地域連携の一助となるよう努めます。           

                            笹野台新報社 社長  太田 欽也 

移動販売車が来た！          笹野台地区社会福祉協議会 

 地域のみなさんからかねてより強い要望

のあった移動販売が始まりました。 

４月８日（木）午後に金が谷会場へ、翌９

日（金）に露木会場へと「もっくん音頭」

の軽やかなリズムに乗って「イオンフード

スタイル三ツ境店」の２台の移動販売車が

やって来ました。地域のみなさんのお力添

えで会場準備も手早く整い、品数も多く量

も豊富で「お客様が自分の目で見て、手で取って選び、レジの方と話しながら清算する対面販売

のだいご味」が実現されました。会場では近隣のみなさんのお話しする小さな輪があちらこちら

に見られ、路上でのミニサロンのような雰囲気でした。５月２０日（木）からは新たに富士見会

場がスタートしました。買い物に来られたみなさんの「クチコミ」により次第に輪が大きく広

がっていくよう願っています。 

緑地・北公園清掃活動   5月30日（日）    笹野台地区連合自治会 

 午前9時30分から2グループに分かれて清掃活動を

行いました。北公園は、境友・中央・露木ケ丘・楽

老・向日葵・テラス・アルカサルの6自治会から各4名

です。緑地公園は、岸本・金が谷・南笹野台・東笹野

台・富士見ケ丘・山百合・Gレイディアントの7自治

会から各4名のみなさんです。また、スポーツ愛好会

20数名の方々と笹野台ケアプラザから2名の方にご協

力していただきました。お陰様で大量の雑草が除草さ

れて綺麗になりました。 


