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川上地区で長年民生委員活動等ご尽力された伊藤紀子さん（＝写真）が藍綬（ら

んじゅ）褒章を受章されました。「いろいろな人と出合いがあり、人と会ってお話

しすることが好き。話すと笑顔になる」と、長年活動を続けてこられた秘訣をお

話頂きました。 
               聞き手：川上地区社会福祉協議会会長、役員 

 

昭和 15(1940)年函館のお生まれ。札幌医大付属

歯科衛生士養成学校を卒業され、歯科衛生士とし

て働いておられた。結婚して昭和 48(1973)年に川

崎、昭和 52(1977)年から前田ハイツへ。 

ボランティア活動のきっかけは川上小学校のＰ

ＴＡ役員。当時の７年間の色々な経験が後々役に

立っているとのこと。 

「ＰＴＡより楽」と前任の方に言

われ平成元(1989)年に 48歳の時引

き受けたのが民生委員。 

4 年後ベテランの地区会長が退任

された跡を受けることに。「先生の

ように見えた」から選ばれたとのこ

とだが 20年以上も続くことに。そ

の後も保護司はじめ多くの要職を

こなされている。 

 

精神的に不安定な方をはじめ色々なケースを担

当し、役所、ケアプラザ、病院、警察などをつな

ぐことも多々あった。 

 

くよくよ考えず「いい加減だから」。「いろいろ

な人と出合えたことが良かった」。「苦労はあって

も感謝の言葉はありがたかった」。 

これでも続けられたのは地域の方に支えられた

のと、ご主人のご理解と助力が大きかったという。 

多くの方と接して「人間と付き合うことも話す

のも好き」「腹を立てたりしない」「上手に民生や

制度を利用してほしい」結果「人と会ってお話す

るのが好き」との心境に。 

 

・相手の気持ちが本当に分かる方・人として尊

敬・「大先輩」として目指したい・困ったとき、い

つも相談に乗って頂き感謝しています・・・ 

 

【主な役職（就任年 ★：現職）】民生委員(H1 年★)、川上地

区民生委員児童委員協議会(以下民児協)会長(H4 年★)、戸塚区民

児協副会長(H19 年）、同会長(H22 年★)、保護司(H10 年★)

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 

▲藍綬褒章 



▲井野保護観察官 

▲見事な手さばきを披露 マジックのアトラクション 

 

川上地区社会福祉協議会は活動委員会を設け、

福祉に関わる方の代表に集まっていただき地区社

協の事業・予算等の打合せを年６回町内会館（秋

葉・前田交互）で開催しています。メンバーは次

の通りです。 

【ボランティア団体】秋葉町福祉部（秋葉町町

内会）、支え合う前田（前田町町内会）、おとなり

サポート隊（前田ハイツ自治会）、わくわくサポー

ト隊（川上地区連合町内会）【福祉団体】民生児童

委員、主任児童委員、保護司【川上連合町内会の

福祉担当部長】秋葉町福祉部長、前田町福祉部長、

前田ハイツ福祉厚生部長、グリーンコーポ東戸塚

福祉担当、グランドメゾン東戸塚福祉担当【社会

福祉協議会】川上地区社協役員、戸塚区社協、東

戸塚地域ケアプラザ

 

 

７月２０日（日曜）１０時から、秋葉町町内会館にて１５１名のご参加をいただき開催

いたしました。法務省の「第 64 回社会を明るくする運動」は、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な運動の一

環でした。 
来賓の戸塚区社協、戸塚警察、学校関係のお言葉

に続き、当地区担当の保護観察官である井野美和子

様から「更生保護について」「更生保護組織」「川上地区

の状況」「社会を明るくする運動の歴史と活動内容」「犯

罪予防の方法」など実践に即したお話を頂きました。 
またアトラクションの「戸塚マジシャンズクラブ」「泉

マジシャンズクラブ」の皆様によるマジックショーも大

盛況でした。皆様方のご協力に感謝します。 
 

川上地区社会福祉協議会役員 (H26/4/20) 

役職名 氏名 

会長 髙久 道男  

副会長 松本  裕  

事務局長 加藤 光彦 

会計 對馬美知子 

会計 森 範子 

会計監査 遠藤 隆史 

会計監査 成田 正晴 

役職名 氏名 

理事・川上地区連合町内会会長 

兼 前田町町内会会長 
田中  猛 

理事・秋葉町町内会会長 佐々木良孝 

理事・前田ハイツ自治会長 田辺 聡 

理事・グリーンコーポ自治会長 景安 芳隆 

理事・市街地住宅自治会長 高木 宏二 

理事・グランドメゾン自治会長 山本  功 



▲東戸塚ケアプラザ様のご協力

で実施した「体を動かそう」。 

 

▼今年の根付け作りは「ひつじ」 

 

 対象者：秋葉町、前田町にお住まいの方なら

どなたでも歓迎  今回は特別企画も 

川上地区にお住まいの方どなたでも参加できるサロンで

す。講師をお迎えし、ゲーム、手工芸、講演会、音楽療法

体操などを行っております。軽食も御用意しております。  

原則毎月第三金曜日 会費 300 円 催しにより材料費等実

費 秋葉、前田町内会館にて交互に開催しています。 

開催日時 (曜) 時間 開催場所 主なイベント（予定） 

10 月 17 日 (金)10:00 前田町町内会館 音楽療法 

10 月 31 日 (金) 9:30 東戸塚駅西口～ 歴史散歩(別掲記事) 

11 月 21 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 体を動かそう 

12 月 19 日 (金)10:00 前田町町内会館 未（ひつじ）の根付け 

1 月 16 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 カルタ遊び 

2 月 20 日 (金)10:00 前田町町内会館 唱いましょう 

3 月 13 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 高齢者の交通安全 

4 月 17 日 (金)10:00 前田町町内会館 手工芸 

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２歳から入園前のお子様と保護者 

毎月第４月曜日 参加費：親子で５０円（保険料）（主任児童委員） 
日付 (曜) 時間 ぶらんこ 会場 日付 (曜) 時間 ぶらんこ 会場 

10 月 27 日 (月)10:00 前田町町内会館 1 月 26 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

11 月 17 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 2 月 23 日 (月)10:00 前田町町内会館 

12 月 15 日 (月)10:00 前田町町内会館 3 月 16 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

 

１０月２９日（水曜）10:00～16:00 

１０月３０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。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。【問合せ】川上地区更生保護女性会・民生児童委員会協議会（伊藤紀子） 



歴史散歩／男の料理教室（丸で囲む） 参加申込 
【１】 参加行事名を標題とし、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  
FAX／留守電番号：(045) 812-2246 (加藤)  

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。保険をかけますので正確に記載願います。 
実施１週間前頃迄にメールかはがきで確認連絡を差し上げます。 

 
保土ケ谷宿から旧東海道を権太坂～境木地蔵～品

濃一里塚を経て東戸塚駅を目指す「歴史小旅行」に

現役で大手旅行会社の添乗員をされている髙久会長

が「ひまわり」特別企画（軽食無し）としてご案内

します。お誘い合わせの上、奮ってご参加下さい。 
当日は保土ケ谷・東戸塚間約６ｋｍを歩きますの

で、軽快な靴、服装、雨具等持参でお越し下さい。 
・日時：１０月３１日（金曜）小雨決行 

午前９時３０分集合 正午頃解散予定 
・集合・解散場所：東戸塚駅西口広場 
・参加費：３００円（保険料、資料代他） 

保土ケ谷までの交通費、飲物などは各自ご負担下さい。 
・お申し込み：下記へ。秋葉町、前田町にお住まいの方ならどなたでも歓迎。（先着２０名程度） 

 

 

第１４回目の今回はハンバーグ。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！ 奥様 後押しお願いします！！ 
・日時：１１月１５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、三角布、手ぬぐい ・お申し込み：下記へ 
 ▲前回は三色丼が「うまく」できました 

▲葛飾北斎「富嶽三十六景・程ケ谷」権太坂付近。

現在同アングルからは建物で富士山は見えないが

松並木に面影が残る。（Public Domain 画像） 


