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学習支援を必要としてい
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としての役割は大きいと思いま

しさらに充実した実践ができる
ことを目標に、また利用者さま
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歳以上
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共に進めるヘルスプ
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果です。他の方といっしょに集
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「ヘルスプロモーションの視
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ては、医療機関が積極的な役割
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たち、学習支援を必要としてい

介護保険の利用は低いという結

す。学習上の困難を抱えた子は

る子どもたちがいっぱいいます。

あちこちで無数の無料塾を起

う状況です。
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最初は

同して事例検討会を行い、介護

ました。また近くの事業所と共

り、外部の研修に参加したりし

にもいろいろな研修を開催した
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の視点を生かすことが大切です。

た場合、ＳＤＨ（社会的要因）

スプロモーションの効果を考え

かれていましたが、本当のヘル
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

私たちの役割と方向性を認識
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はできあがったものを届けたり
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「ゆたか宿題外来」７２１０
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思いました。

をしたり、映画の上映会をした
り、カラオケをするなど協力し

も断らない事業所を意識してや

化・人手不足は深刻です。これ

が減少してきたんです。一時期

設になるかは分かりませんが、

私が住んでいる地域の大きな

っています。その中の参加者に
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になりました。
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食に満たないとなるとこの

は中国の方も結構いて、曲に合

総代の皆さまへ
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同じように活動できるよう大田
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配食サービスも赤字になってし

思っています。

区への要望を続けていきたいと

徴です。ただ、ヘルパーの高齢

５
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調理しないでお食事ができる、

紹介してください。配達できる

ホッとできるなどご希望の方を

厚子 総代

地域は大森北・大森西・大森東
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まいます。ご近所に、高齢者で

園児が毎月来所され、歌や踊り

しおかぜが開設されて今年で
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変化してきています。そのため

を発展させたい
食事会というのははじめての

思っています。

れしくてこれからも続けたいと

人が

試みでしたが、昨年４月に第１
回目の食事会を開催し、
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中には参加したくても参加で
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参加しました。参加費は５００
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が、今は 食に届かない日もあ
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です。１食６００円です。
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平野
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奏をしながら歌ったりするよう
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すずらん大森中
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本当に支援が必要な子どもは

いので、回数を増やせるか模索

る子どもたちのために
きた教材、主として学校や塾の

修二 理事

抱えているのに、適切な支援を

宿題に取り組むのを見守り、必

野口

生協本部
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い。経験は不要です。何とかし

２０１５年
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しています。
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