︵３面から︶
制動装置不備の自転車の運転
ブレーキ装置がなかったりブ
レーキの性能が不良な自転車で走
行する行為
酒酔い運転
酒酔いとはアルコールの影響に
より正常な運転ができないおそれ
がある状態をいいます︒
安全運転義務違反
ハンドルやブレーキ等を確実に
操作せず︑また︑他人に危害を及
ぼすような速度や方法で運転する
行為︒傘さし運転や︑ながらスマ
ホ運転で事故を起こした場合も安
全運転義務違反になることがあり
ます︒
身近に見かけそうなものでは︑
傘さし︑ヘッドホンやイヤホンの
使用︑携帯電話を利用しながら︑
二人乗り︑無灯火︑２台以上が横
並びで通行すること︑ベルを鳴ら
して歩行者を後ろから追い抜くこ
と な
…ども危険な運転です︒
また︑次の５つの規則をご存知
ですか︒

英志
森
会長
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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・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
信号を守る
交差点での一時停止と安全確認
５ 子どもはヘルメットを着用

ボランティア募集
〝ありがとう〟
の笑顔が報酬です
個別支援活動﹁チョイボラ﹂
女性が圧倒的に多い社協の
ボランティアの中で︑男性の活
躍が目立つのが個別支援活動
﹁チョイボラ﹂です︒高齢者の
世帯が増える現在︑かつては自
分でできたことでも︑今では人
の手を必要とすることがありま
す︒﹁チョイボラ﹂は人の手を
借りたいことや︑ちょっとした
困ったことをお手伝いする中央
林間地区社協の事業です︒
具体的にはどのようなことを
するのでしょうか︒一部を紹介
すると︑電球交換︵平成 年
４月〜７月実績２件︶
︑エアコン
の清掃︵１件︶
︑ごく小規模な庭
木の刈り込み︵４件︶
︑このほか
にもカーペットの敷き替えや除
草︑資源ごみの運搬などを行っ
ています︒また︑家庭用の火災
警報器の取り付けや︑想定され
る災害に備えて家具の転倒防止
対策︵７件︶なども増えていま
す︒要望はさまざまですが︑登
録している９名のボランティア
の各人が︑得意とする分野に限
らせていただいています︒
特に男性の方々には︑社会人
として培った能力を発揮してい

ただけるのではないかと考えて
おります︒あなたも持っている
経験や力を︑地域で発揮してみ
ませんか︒報酬は﹁ありがと
う﹂の笑顔です︒気持ちのいい
汗を共に流しましょう︒
総務部をお手伝いしていただ
けるボランティアも募集中です︒
ボランティアの申込みは …
０４６ ２(７４ ８)７０８ 森まで
電話またはＦＡＸで
お願いします︒
メールでの申し込み
は下のＱＲコードで︒

編 集 後 記
秋を愛する人は ︒
…それはそ
れとして︑夏の疲れがきています︒
︵茨︶
ボランティア募集で︑ 代の
方が入れば嬉しいです︒
︵蘭︶
自転車もルールを守ってお互い
に安全運転でいきたいですね！
︵藍︶
住み慣れた町で自分らしく暮
らしたいから︑健康を保つ努力
をします︒
︵竹︶
自転車をあなどってはいけな
い！事故を起こせば人生台無し︒
︵李︶

課題としては
︒ 課題があります︒こうした自分一
……
第１に︑福祉の
人では解決できないことがありま

このたび中央林間地区社会福祉協

児や家事などから少し手が空けら

ています︒定年退職された方︑育

すが︑高齢化し世代交代が望まれ

へんよい活動をして下さっていま

アさんたちは︑大

社協のボランティ

ら﹁いい日の集い﹂が中央林間コ

けることをお勧めします︒今年か

い﹂や﹁ひまわりサロン﹂に出か

を探しましょう︒﹁いい日の集

日できるように︑近所の話し相手

ち︑親しい人との心の交流を︑毎

第３に︑顔見知りの人︑ともだ

年︶には︑団塊の世代の方々が

そのために︑健康で長生きし︑

なければならない時代になります︒

続けることができるように心掛け

分らしい暮らしを人生の最後まで

可能な限り住み慣れた地域で︑自

このため︑高齢者一人ひとりが︑

り暮らしが寂しい︑話し相手がい

らしたいと思えるまちです︒ひと

み出す地域社会こそ︑安心して暮

こうした支え合い・助け合いが生

手な自分﹂になることが大切です︒

体力がなくなったら﹁助けられ上

での﹁おせっかいさん﹂になり︑

−４−

◆違反者には３時間の講習
この規則に違反することや前述
の危険行為を３年以内に２回以上
繰り返すと︑３時間講習︵標準手
数料５千７百円︶の義務が課せら
れることになりました︒期間内に
講習を受講しない場合には５万円
以下の罰金が発生することになり
ます︒
平成 年中の自転車が関連する
交通事故は全事故の約２割を占め︑
出合い頭衝突が半数以上を占める
そうです︒自転車に乗るときは︑
ルールを守り︑安全な運転を心が
けましょう︒また︑車の運転者や
歩行者も自転車のルールを知って︑
お互いを思いやり安全を心がけま
しょう︒
警
※察庁 自転車運転者講習制度
より抜粋

会長再任あいさつ

議会の会長として︑再任されまし

れた方︑今までは地域のことに関

ミセンに加え緑野コミセンでも︑

したら︑ぜひ社協にご相談くださ

た森英志︵えいじ︶でございます︒

わってこなかったが︑健康なので

﹁ひまわりサロン﹂が緑野コミセ

担い手の確保が急

日頃は︑当地区社協の事業につき

これからは地域社会に恩返しをし

ンに加え中央林間コミセンでも開

い︒

まして︑ご理解とご協力をいただ

ようと考えている方︑ぜひ地区社

催し︑より多くの方々が参加しや

務です︒いま地区

き誠にありがとうございます︒

協のボランティアに参加してくだ

年後の２０２５年︵平成

歳以上となり︑医療や介護の需要

すくなるように︑取り組んでまい

笑顔があふれ︑誰もがこの地域で

ないといった心の問題︑災害時に

ります︒

さい︒あなたの経験とスキルが生

安心して暮らしたいと思える福祉

身体が不自由な人の避難に対応で

まいそうです︒

のまちづくりを︑ともに進めてま

きるかなど︑地域にはさまざまな

第２に︑元気な時は︑いい意味

が増加し︑介護施設などに入所す
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