
 

１０周年 コミュニティすえなり サロン交流会 
 「１０周年 コミュニティすえなり サロン交流会」が１０月２５日

（日）末成小学校の多目的ホールで開催されました。この交流会は、今

年３月に開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で

１０月に延期されました。また、密集を避けるため、公演回数も従来の

１回から３回（11：00、13：30、15：30）に変更されました。 

元宝塚歌劇団 風さやかさんによる「愛と夢 なないろショー」 

きらびやかな衣装に身をつつんだ風さやかさんのレビューショーで始ま

り、オープニングメドレー「あなたにありがとう」「秋の歌メドレー」の

素晴らしい歌唱に感動。参加された皆様には、「故郷」「上を向いて歩こ

う」「川の流れのように」を一緒に歌っていただきました。「幸せなら手をたたこう」の歌で手遊び、即興の歌

での言葉遊び、宝塚歌劇団時代のトークなどもあり、「すみれの花咲く頃」の歌唱でショーは終わりました。

楽しく、笑顔があふれる素敵なショーでした。ショーの後は、社会福祉協議会の方々から、地域の８つのサロ

ンを軽妙なかけあいで紹介をしていただき、会場は

笑いに包まれました。 

１０周年のサロン交流会は、感染症予防対策を講じ

ながらの開催となりました。風さやかさんには３回

の公演を快く引き受けていただき、各サロンのスタ

ッフの皆様にもご協力いただきました。ありがとう

ございました。 福祉部 前田美知子 

11 月 25 日（水）13 時 30 分から医療福祉セミナー

を開催します。今回のテーマは『健康維持と食事』です。 

 人は成長・発育や身体を維持し、活動するためのエネ

ルギーや栄養素を食べ物から摂取しています。普段の食

事の量に過不足があったり、不規則な食べ方をしたりし

ていたのでは健康を維持できなくなります。日本人の死

亡原因の約５割をがん、心臓病、脳血管疾患が占めてい

ます。心臓病や脳血管疾患はもちろんのこと、がんも食

事内容や日常生活に気をつけることでその６～７割が

予防できるといわれています。

また、加齢により各種身体機

能が低下しますが、食事に注

意を払うことで身体機能を維持することができます。今回は、健康を維持し健康寿

命を延ばすため、食事で気をつける点についてお話していただきます。 
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日時 令和 2年 11月 25日（水） 
 13時 30分～ 
会場 末成小学校 南館 1階  

 多目的ホール 

内容 講演 『健康維持と食事』 

 講師  宝塚栄養士会 

 管理栄養士 松本 眞理子 先生 
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with コロナの生活に少しずつ慣れてきて、外出も増えてきていることと思います。そんな今だからこそ、今

一度気を付けていきたいのが自転車マナーです。 

 早速ですが、自転車は「軽車両」という事はご存知でしょうか？「車両」と名前が付いていることから分か

るように、原則として車道を走らなければいけません。自転車は「クルマの仲間」なのです。 

＜自転車安全利用五則＞は、自転車を安全に乗るため

の基本的なルールです。末成小学校エリアで自転車の走行を

見ていますと、このルールが守られていないケースが多く見

られます。インターネットなどでも詳しく載っていますので、

ぜひこの機会に一度調べてみてください。 

＜自転車安全利用五則＞以外にも「片手運転（ながらスマホ

や傘さし運転など）」はやめましょう。自転車の片手運転は道

路交通法で禁止されています。特に、スマートフォン・携帯

電話を操作しながらの「ながらスマホ」は、片手運転でふら

つきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、

歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。絶対にやめましょう。傘差し運転はバランスを崩

しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。 

上記にはないですが、末成小学校の通学路上にある緑色の道「グリーンベルト」をご存知でしょうか？ 

グリーンベルトは、ドライバーが車道と路側帯を視覚的に、より明瞭に区分できるようにして交通事故を防

止することを目的として設置されているものです。歩行者が安全に通行するための道でもあり、登校時には子

どもたちが歩いている道です。グリーンベルト上にクルマを駐停車したり、自転車で走行したりするととても

危険です！ 

また、緊急事態宣言が解除になり、学校も通常通りになってきた今、放課後には子どもたち同士が自転車で

公園に向かう姿も見られるようになりました。ヘルメットを着用していなかったり、並走や二人乗りをしてい

たりする事もあり、危険な場面を目にする事があります。 

私たちのまちを、安全で住みよいまちとして保つためには、一人ひとりが交通ルールやマナーについて意識

を持つことが大切です。その為にも、ぜひこの機会にご家庭でも 1度お話しの場をもっていただけたらと思い

ます。特に、青少年の健全育成のためにも保護者や大人が子どもの模範となる行動をとることが大切です。 

〔末成小学校 PTA 副会長（コミュニティ担当） 北中 石村〕 

 

＜自転車安全利用五則＞ 

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

② 車道は左側を通行 

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④ 安全ルールを守る 

⚫ 飲酒運転は禁止 

⚫ 二人乗りは禁止 

⚫ 並進は禁止 

⚫ 夜間はライトを点灯 

⚫ 交差点での一時停止と安全確認 

⚫ 信号を守る 

⑤ 子どもはヘルメットを着用 

こんな運転もやめよう 
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校 区 人 権 啓 発 推 進 委 員 会 学 習 会 

校区人権啓発推進委員会は、市内の小学校ごとに設置され、

各校区の実情をみながら学習活動（委員学習会）・啓発活動・

市民集会の年間計画を立てて実施しています。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症により活動が思うよ

うに進められないのですが、新たな差別や偏見がうまれてい

る昨今の実情を考えると、地道に活動をしていかなければ・・・

と、考えています。 

総会は紙面総会とし、ようやく 9月 28日に学習会を開く

ことが出来ました。今回は DVD「サラーマット～あなたの言

葉で～」を鑑賞しました。 

この作品の主人公・珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダに対し、様々な「違い」を「壁」だ

と捉え、面倒な存在だと感じてしまいます。しかし、自分とは異なる文化や考え方を持つミランダとの対立や

交流を通して、珠美は新たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題解決の糸口になることも学んでいきます。

珠美とミランダの姿を通して外国人は「受け入れてあげる存在」でも「労働力」でもなく、助け合うことがで

きる対等な仲間であること、SNS を傷つけるための道具としてではなく、人の心と心をつないでいくために利

用する様子を描いていました。「違い」は壁ではなく、自分自身を成長させ、地域を豊かにする源です。異なる

文化の人たちを、共に未来をつくる新しい存在として尊重し、互いに高め合っていく。そんな多文化共生社会

の実現をめざす人権啓発ドラマでした。 

鑑賞した後、グループ討議をして学習を深めたかったのですが、3密を避けるため、数人の方に感想を話し

てもらった後は、それぞれに感想を書いてもらい、終えました。同じように職場での体験を書いてくださる方

や人権を考えるいい機会になったとおおむね好評でした。 

先入観で相手を見るのではなく、コミュニケーションをとってお互いを知ることは、外国人だけでなく日本

人同士でも大切なことです。市役所では、人権に関するビデオや DVD 等を一週間無料で貸し出しています。

地域の研修や学習にご活用ください。いつでもご相談にのります。末成小学校区が、より心豊かに暮らせる地

域になることを願っています。         校区人権啓発推進委員会 委員長  大西 登司恵 

人権標語作品例文 挨拶で心触れ合うまちづくり  「これだけは」と思う気持ちが町よごす 

大人が変われば子どもも変わる出来る事から大人から      挨拶は心の扉を開く鍵 

おはようのあなたの笑顔がわたしの元気   一人一人の健康が大きな力、町つくる 

                    校区人権啓発推進委員会主催 市民集会開催のご案内 

                     やすらぎの音色 Maria Harp Concert 

                  開催日時 令和 2年 11月 19日（木）10時 15分 

                  開演時間 10時 30分 上演時間 1時間 

                  開催場所 末成小学校 南館 1階 多目的ホール 

当日は児童の授業の妨げにならないように注意し 

末成小学校西側の通用門よりお入りください。 

                  定 員 30名 コロナ対策の為ご理解の程 

                  申込方法 各自治会掲示板・回覧板等でご確認ください。 

                  出 演 者 マリアハープ奏者 マリア味記子 

                       銀盤パフォーマー 渡辺 邦孝 

     マリア味記子氏    問い合わせ先  末成小学校教頭先生 ☎ 0797-71-5330 

 



『手荒れのおはなし』    薬剤師 奥田 徳子  

 秋も深まり空気も冷たく

乾燥する季節となりまし

た。例年と較べ今年は手洗

いやアルコール消毒の機会

も格段に増え、お肌には厳しいシーズンです。そこで、今回は手

荒れケアのおはなし。手荒れの外的要因は主に皮脂が失われ乾燥

する事にあります。冷え・乾燥・洗浄・消

毒・摩擦、全て手荒れの原因となり得ま

す。まず、手洗いはぬるま湯で。洗った後はゴシゴシこすらず優しく押さえる感じ

で水分をきっちり拭き取りましょう。ハンドクリームも大切。自分に合った成分の

ものを選びましょう。ヒアルロン酸は水分でお肌に弾力を保ちます。セラミドは油

分と水分を含んで肌細胞を接着します。シアバターは血行を良くしターンオーバー

を促します。グリセリンは保湿力が高くワセリンは油膜で表皮を守りま

す。尿素は角質を柔らかくしヘパリン類似物質は血行促進・保湿・消炎

の作用を持ちます。せっかくハンドクリームを塗るのなら、まず手のひ

らに取って両手で包みあたためてから塗ると浸透が良くなり効果的で

す。手の甲・指の間・指先や爪まわりも忘れずに。ゴシゴシすりこむの

はオススメ出来ません。なるべく摩擦を避け優しく塗りましょう。塗っ

ている間に絞ったタオルを 1分ほどレンジでチン。塗り終わったらほか

ほか蒸しタオルで両手を包みます。気持ち良くてホッとしますよ。 

 手荒れケアには乾燥と刺激を避け、潤いを浸透させる事が大切です。室内の加湿器や手袋も活用しましょ

う。手洗いのたびにクリームを塗れる場合は良いですが、調理・医療・介護・美容理容に従事する方や紙や

布を触る職業の方など手が荒れやすい環境の方ほど、毎回クリームを塗る訳にいかない事情もあります。せ

めて夜のお休み前、お風呂上がりにはハンドクリームを塗って蒸しタオルで包んだ後に薄手の綿手袋で「今

日もお疲れ様」のひとときを 

 『寺子屋すえなり』 
再開に向けて学校と協議中です。 

決まり次第案内します。 

『福祉部』 
11月 11日(水)13時 30分より 

「なんでも相談」を開催します。 

11月 25日(水)13時 30分より 

「医療福祉セミナー」を開催します。  

『環境部』 11月 14日(土)午前 9時 土壌改良 

11月 21日(土)午前 9時 花苗植付け 

『まちづくり部』  
11月 14日(土)9時 30分より ふれあいトーク(出前講 

座)『まちづくりルールについて』を開催します 

11月 15日(日)9時 30分より 避難所運営委員会を開 

催します 

『ルーム運営部』ルーム利用受付 毎月第４金曜日 

11月 27 日(金)１５時３０分より 

健康てらこや 


