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穐衛圏 :等 麟謬曾
年3爾 警鶴

颯
1蒻 辟黎』 曖鬱

J協 議鰺「さ毯え崚あ壼ひJ
餐衝曹 :輔 陽罐匡鐘兌自治鶴畿畿 菫え合う審ぢづくι

Fき さぇ鯰 ぁさひ Jで 懲、攀 ともか ら高齢種 議で、私たちがな心 して充実 した 国々 な

逗一度築 家 つて、 自由な観点で、お いわひがやが響 と
進鰻る軸陽地区猛めざ して、釉ζ
Mし 合 つでもヽます。
こ感 が つてい つた機い
難 して、そんな識 し合 いが、 も つ と小 さな ど近所 の単位 まで薔
しヽ
なと思 つてい ます。
☆鬱国 :ま 1盆 月 22国 (国 )と 電周 19圏 (土 )で の『 ささえ嚢 わさび』の様子 豊お伝 え し
畿す。

第9国 ささえ難あさひ

罐盆月22園

『 防災マツプづくり』
につしヽ
てそれぞれの区ごと鐘、地匡内の数か所の構畿
:こ つながる
堂え合 懸ヽ
(部 4)壱 モデルとしてワ姜ク≫嚢ップ登行 も鶴 た。
の定義、書き込む内容 :こ つしヽ
て議鴫があり、マップに取り掛か惨
『 防災 マツプ』
嚢ず、リーダ攣から
議した。
F消 火檎憾竜資纂こ
ある?/弊 声もあつたよね/空 家とか様子のわからない象も繕構あるよね/
ヽ
F道 が狭く救急車や蝿購車が入れなし
よね/地 震と水害のときで懲状滉が違参議ね/難 鐵鸞帯

ヽ
るね」
など声が上がり、辮
や支援の必要な人の購鞭つて不足しても
畿した。

鏑 1◎ 圃 きさえ嚢わさひ

ガヤガヤ作業が行われ

1月 嗜9爾

覆広ばながは、ワータツ園ップの振り返りをし議した。
『 購災マツプ』
この 踊議、輔画作鐵 した
こ議参鸞 していただき、各国の購饉マツプや蔓援 の感咆な人の鍵援、
鸞して、各国の医長さん麟
て歿えてい
憑靡づく彎艤進協議会 の立ち上げ、医轟アンケード調査など行 つてひろ状況 飩つしヽ
ただ鬱ました。

そ籠か ら、 前圃歿 呼織 んだ『 購災 マップ』の振 り返 りや蠅務など饉つしヽ
て意見交嬢
し譲 した。
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e購 組 の協力が必要だよね。
。情報をもつてもヽ
る人 雀録さな0ヽ と (女 性の力が大きもヽ
まわ。 )
。選難調鰯 こどうした ら全員ゃ加できるかな
。
。住民への説明が大事、必要性覆理解 してもらわなしヽ
と。
・ 鐵金防菫部、福祉推進警量禽、まちづくり推進協議会などみんなで一体 となって
進めなくちゃね。
・ アパー トに住んでひる人の情報 つて少ないよね。
e彗 し｀
人 の理解も得たしヽ
わ。 (災 書時の購書は高齢書・ 障害のある人だけでなく、
子供や幼児 を抱える人も場合によつて賊支援が必要だよね。 )
。マツプづ くりの情報憾人 と物に分けて考えた
方がいも亀
ね。
(物 〜危険地聯 危険物 人〜支援の必要な人、支援できる人 )
。隣接する他地区との協力も必要だね。
・ マップづく りは麟組同意で合う機会篭増や し、コミュニケ ーシ ョン奄図る ことで
進め られるので はないかな。
・ 曜ヽ
さな観切、大きなお世難 ・ 。上から目線でなく、お互いさまだよね。
災害が起 きた ら、
大変だ よね。

他人事 じゃい られ
な い よね、皆 さん
は どう思 う ?

鐘国地区内の社会福祉施設の管さん、市社協、包括支援 センターの職員の皆さん
鐘もな加 もヽ
ただいてい 議す。最後 に一言ずつ感想をいただきま した。
・ 専鶴購の間では、地域 との医療連携も課題 となつてい ます。
C専 問鱗員や施設の設備もありますので、災害
時のみでなく日頃から地域交流さ
ヽ
鷲でもりただきたひです。
。鑢鐵鍮ことが新たに学べて良かつたです
。
・ マップづく りを通 して防災だけでなく、より良 く安心 して暮らしていける地域
ヽ
:こ つなが つていけるとも
もヽ
ですね。
・ 朝陽地区では休操教饉も広 まってきでもヽ
ます。
・ 爾頃からの情報爽機、情綴共有が大事ですね。粘 り強 く「 ささえ難ぁさひ」の
満動覆続けて行きましょう。

【
連絡先】
朝陽地区住民自治協議会 生活支援 コーディネ ータ ー (地 域福祉ワーカ ー)
〒381‑○ 014 長野市大字北尾張龍 26‑9
電話/FAく :213‑6170
日―
rna調 :j― asahi1 906@o面 on.ocn.nejp
ホームベージ :http://asahi― ikojp

