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平成 28 年から 5年計画で川上地区（秋葉町と前田

町）で進めている「川上地区ハートプラン」では、 

①防犯・防災 ②子育て支援 ③支え合い の３つを

重点施策として推進しています。 

重点施策「防犯防災」につい

て、今年も川上地区懇談会（戸

塚区役所区政推進課、川上地区連合町内会共催・９月８日秋葉町町内会館）にて３年

連続で取り上げ成果を確認しました。北海道胆振東部地震直後ということもあり、よ

り身近な問題として真剣に聴き入る参加者の姿が目立ちました。 

（↑秋葉小の防災学習が紹介された岩手日報の紙面を掲げる垣崎授二校長）秋葉小学校からは「総合的な学習の

時間」に実施した東日本大震災を教材にした「防災学習」を紹介いただきました。岩手日報紙面でも紹介さ

れたこの授業を担当されたのが小川幸一教諭。懇談会では同教諭から「大切な人を想（おも）う日」を提案

する岩手日報の PR 動画や、授業で使った数十枚のスライドなどを教材に防災学習の紹介がありました（写

真右上）。書物や電子媒体などの記録が津波で失われた状況を示した上で石碑や津波水位表を例に「記録が

あっても忘れることがある」と指摘。記憶や印象が年月を経るごとに薄れる「風化」の意味を説かれました。 

 

 

 

 

（写真左から秋葉町、前田町、前田ハイツ、グリーンコーポ、グランドメゾンの発表） 

各町内会・自治会からは、３年間の取組を総括する形でこれまでの取組の紹介や重

点事項、課題などを発表。秋葉町町内会ではこの３年間で消火栓の確認・整備点検、

消火訓練を実施し、本年は防災マップを作成し全戸配布を計画。前田町町内会では大

地震に備えて「自助」「近助」の備えについて、町内会ぐるみの取り組みを紹介、町内会の他行事と併せて

防災啓蒙行事を実施し、その折防災用品を配布するなどの工夫も紹介。前田ハイツ自治会では耐震診断の結

果在宅で対応できることを確認、住民による建物被害把握や要援護者把握などの課題を紹介。

グリーンコーポ東戸塚自治会では管理会社との連携など、災害発生時の対応を確認。グラン

ドメゾン東戸塚自治会では、発災時の具体的な行動スケジュール、防災訓練の実施状況など

の紹介がありました。最後に戸塚区役所の田中均 総務課危機管理担当係長(写真左)から「発

表内容に感銘を受けた。いつでも相談して欲しい」とのコメントを頂きました。 

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 



 

 
７月１５日（日曜）１０時から、秋葉町町内会館に１１５名にご参集いただき、川上地区社会福議会主催、

川上地区連合町内会の後援にて「川上地区の集い」を開催しました。「社会を明るくする運動」は法務省主

唱で国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力

を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的運動で今年は６８回目でした。 
来賓の戸塚区社会福祉協議会、戸塚警察署、

地区内の校長先生のお言葉に続き、映画「更生

保護～立ち直りを支える地域のチカラ」を上映、

更生保護活動への理解を深めました。続いて川

上地区の鈴木浄元保護司（写真右上）から当地

区の更生保護の現状と、保護司が定員割れとな

っているなど課題をお話し頂きました。余興と

して「沖縄三線の会やーるーず」による沖縄民

謡と踊り（写真右）を楽しみました。 

平成３０年度川上地区社会福祉協議会総会（４月９日秋葉町内会館で川上地区連合町内会と合同で開催）

において下記の通り決算・予算ならびに役員人事をご承認頂きましたのでご報告いたします。 

川上地区社会福祉協議会 平成２９年度決算並びに平成３０年度予算 （単位：円） 

収入の部 29 年度決算 30 年度予算 説明 支出の部 29 年度決算 30 年度予算 説明 

会費 696,300 688,800 世帯割分担金 会議費 20,000 20,000  

交付金 355,700 355,652 市社協、区社協助成金他 会館使用料 20,000 20,000  

参加者負担金 165,100 190,000 ひまわり、若葉会等会費 事務費 222,028 239,000 広報紙印刷、人件費他 

雑収入  0 588  事業費 761,166 816,000 
サロン、高齢者支援、子育支援、  

福祉団体助成、行事保険 他 

繰越金 132,814  95,960 前年度からの繰越額 区会費 230,760 228,680 区社協会費、保護司会費 

合計 1,349,914 1,331,000  予備費 0  7,320  

    合計 1,253,954 1,331,000  

川上地区社会福祉協議会 役員 

役職名 氏名 役職名 氏名 

会長   （留任） 加藤 光彦 理事（川上地区連合町内会会長） 田中  猛 （留任） 

副会長 （留任） 高嶋 威男  理事（秋葉町町内会会長） 藤井 克彦 （留任） 

事務局長（留任） 對馬美知子 理事（前田町町内会会長） 高嶋 威男 （副会長兼任） 

会計  （留任） 森 範子 理事（前田ハイツ自治会会長） 梅 広国 （新任） 

会計  （留任） 青木美智子 理事（グリーンコーポ東戸塚自治会会長） 大倉 央 （新任） 

会計監査（前理事） 松本 裕 理事（グランドメゾン東戸塚自治会会長） 平  浩行 （新任） 

会計監査（前理事） 松本  勉   



秋葉町、前田町にお住まいの方ならどなたでも歓迎。 

どなたでも参加できるサロンです。毎回講師をお迎えするなどして、ゲーム、 
手工芸、講演会、音楽会、体操などを行っております。 
軽食も御用意しております。談話、軽食だけでもお気軽にどうぞ。 
原則 毎月第三金曜日 参加費 300 円。催しにより材料費等実費。 

開催日時 (曜) 時間 開催場所 主な催し（予定） 

10 月 19 日 (金)10:00 前田町町内会館 ぶらんこ共催世代間交流 

11 月 16 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 軽い体操で健康維持 

12 月 21 日 (金)10:00 前田町町内会館 亥の根付け（写真右）作成 

1 月 18 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 新春音楽会 

2 月 15 日 (金)10:00 前田町町内会館 折り紙 

３月の「ひまわり」はございませんのでご留意下さい。 
秋葉町町内会館：戸塚区秋葉町 271-21   前田町町内会館：戸塚区前田町 505 

対象者：秋葉町、前田町にお住まいの１歳から入園前のお子様と保護者  

子育てサークル「ぶらんこ」は、川上地区主任児童委員が実施し、民生・児童委員やボランティアがお手伝い

して、お子様と楽しい時間が持てるよう開催しています。お母さん同士の情報交換やお友達作り、悩み相談等、

皆さんの必要なものを提供していくつもりです。又、地域の方や高齢

者の方と交流する機会を設け「地域で子育て！」を応援していきたい

と思います。季節にちなんだ工作、新聞や風船を使った遊び、人形劇や

音楽会もありますよ。 
開催日程：下記 10:00～11:30 事前申込不要 参加費無料 
【お問合せ】主任児童委員 

メール：kawakamichiku_shunin0815@yahoo.co.jp  
日付 (曜) 時間 開催場所 日付 (曜) 時間 開催場所 

10 月 19 日 (金)10:00 前田町町内会館  1 月 28 日  (月)10:00 秋葉町町内会館 

11 月 19 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 2 月 25 日 (月)10:00 前田町町内会館 

12 月 17 日 (月)10:00 前田町町内会館 3 月 18 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

 

１０月２4 日（水曜）10:00～16:00 

１０月２5 日（木曜）10:00～12:00 会場：前田町町内会館 
更生保護活動への支援を目的として平成 20 年より開催しています。 
女性民生委員と支え合いボランティアが住民の方から提供された衣類、雑貨、食器等を安価で販売。 
売上は更生保護活動に有効活用します。 

【お問合せ】川上地区更生保護女性会・民生児童委員会協議会 



男の料理教室 参加申込 

【１】 「男の料理教室」を標題とし、住所、氏名、電話番号 を 

kawakamishakyo@gmail.com へメール（推奨）(携帯・スマホ可) 

【２】 ここへ記入し FAX するか同内容（行事名、連絡先）を留守録音する  
FAX／留守電番号：(045) 821-0711 (對馬)  

住所：   町   －         電話番号：        
氏名：        （ﾒｰﾙ          ＠        ） 
個人情報は目的外には使いません。万一に備え行事保険に加入しますので、正確に記載願います。 

「赤い羽根共同募金」へのご協力をお願いします。昨年は、町内会・自治会の戸別募金やレクリエーショ

ン大会など行事での募金箱などを通じ川上地区から 688,771 円＊のご協力をいただきました。ありがとうご

ざいました。この共同募金の一部は、地区の募金額に応じて福祉活動へも還元される仕組みになっており、

川上地区では、本紙の発行をはじめ、社協行事や福祉活動支援等に助成をいただいています。地域の福祉向

上のため、よろしくご協力お願いします。（＊神奈川県共同募金会横浜市戸塚区支会集計。年末たすけあい募金含む） 

 

地区のボランティアの皆様の健康と元気をサポートする「ボ

ランティア全体会」。今年はスローエアロビックを体験（９月

１５日前田町町内会館で開催）。神奈川県エアロビック連盟理

事長の関口美恵子先生のご指導により、実際に体を動かす効用

やリフレッシュできることを実感するとともに、今後集いなど

で指導していく方法の手ほどきも受けました。 

 

 

第１８回目となる今回は「酢豚」。お料理の基本とコツを体得頂くとともに、地域の皆様とお知り合いに

なれる場としても好評をいただいています。秋葉町、前田町にお住まいの男性の方ならどなたでも大歓迎で

す！！皆さん奮って参加しましょう！ お申込みは下記まで。 
・日時：１１月１７日（土曜）１０：００～１３：００ 
・場所：秋葉町町内会館 （戸塚区秋葉町２７１－２１） 
・参加費：４００円 （材料費等含む） 
・定員：３０名（先着順） 
・持参品：エプロン、手ぬぐい 
 

本紙バックナンバーは「かわかみ社協ニュース」で検索！戸塚区社協ホームページに掲載されています。 


