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★演題 『地域共生社会の実現に向けた取組と民生委員活動への期待』
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No.209号より抜粋掲載いたしました
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海岸での操縦訓練風景

柏 団地の自主防 災訓練で、隊長が地区住 人へド
ローンの機能や操縦法などについて説明中

リアルタイムの映像を普通のテレビで見ることが
できる
（公民館で映像を見ている住人）

より低空で、
停止して詳細な画像をとることができる
（これは80ｍ上空）
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ᨦ ⅻⅳᎍ ᅦ ᅍ↚↓ⅳ↕
肢体不自由者には上肢・下肢・体幹に障害を持った人に大きく分類さ
れます。
そして6人に一人が事故により障害を負ったといわれています。
又、
障害者手帳保有者の約半数が肢体不自由者であるとの事です。
先日、
車椅子を使用している方と面談をしました。
自力で移動できな
い時の介助依頼には比較的スムーズに対応をして貰っているとの事で
した。
そして、
介助時の注意点もお聞きしましたので紹介します。
①進路方向などの変更時には声掛けをしましょう。
（声掛けにより
心の準備ができるので安心できる）
②踏切や、
目の粗いグレーチング蓋の横断は溝の手前で斜めに
進入しましょう。
（直角進入は前輪キャスターが同時に溝にはま
り急停止し転落の恐れが有ります。又、非力な介助者の場合
は脱出に時間がかかる場合があります）
③車道と歩道の段差を横断する場合は直角に進入しましょう。
（斜め進入では車体が左右どちらかに急に跳ね上がり転落の恐れが有ります）
④急なスロープを下るときは、後ろ向きに下りましょう。
（前向きで
の下りはバランスが取りにくく転落の恐れが有ります）
⑤移動速度はゆっくりと、
段差があるときは一時停止をしましょう。
（前輪が障害物に引っかかると、
勢いで転落の恐れが有ります。
又前輪が破損し移動ができなくなる可能性もあります）
⑥停止する時や車椅子から離れる場合はブレーキをかけましょう。

⊡←↶→↗‒ɟᚕ⊡

ዻᨼࢸᚡ

私の２人の母たちは、
老いてもなお本に親しんでいました。
「96歳よ、
お元気でまだ社会で活躍しているのね」
本を読む
ことで自分を励まし、頑張ろうと、生きる力にしていました。
私も子ども時代、
「趣味は」と聞かれると「読書」と答えて
いました。自分が物語の主人公になり、物語の展開にドキ
ドキしたり、悲しんだり楽しんだりしたものでした。青春
時代、大人になってからは、いろいろな出会い出来事があ
りました。四十代に入院生活をした時には、悲しみも、喜
びも本を読むこで救われました。
私が出会った心に残る一冊の本、坂村真民の詩集です。
生きていくすべての人に
「念ずれば花ひらく」
と説いています。
ἑὅἯἯỉ᭺
ỐỚỆẳỤủềờ
ẟẼẩỤủềờ
രỆờẲễẟẅௗủờẲễẟ
ẸỉఌࢍẰẅẸẲềếỈỆ
ٽᨗỆӼẦẾềԵẪ
ẸỉଢỦẰẅᅶỊẸủử
ỪẺẲỉ᭺ểẴỦ

詩 人

坂村 真民

第34号以降、
機関紙 viewの紹介を連載
していますが、
ご活用頂いていますか?
ちなみに、
バックナンバーは
第34号 「地域共生社会」実現に向けて
第35号

児童福祉法改正の意味するもの

第36号 「百周年活動強化方策」に基づく
民児協活動の推進
第37号

定例会を委員の「学び」と「支え
合い」につなげる為に

そして、本号では「単位民児協研修」のあ

神宮皇学館（現・皇学
館大学）で学び伊勢の
自然に触れることで人
生観を変えたといわれ
ている。

り方を考えるを紹介しました。
いずれも身近な重要テーマで、一部の単
位民児協では、既に定例会等で活用されて
いるとのことです。
まずは、委員各自が読まれ共通認識のう

人や本との出会いを大切に、
これからの人生を歩んでいき
たいと思っています。
㸫㸫

えで、定例会等で語り合う場をお持ちいた
だくことをお勧め致します。

