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さる７月１９日（日曜）１０時から、

秋葉町町内会館にて１１１名のご参加

をいただき開催いたしました。法務省主

唱「第 65 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

全国的運動で、その一環としての開催でした。 
来賓の戸塚区社会福祉協議会、戸塚警察署、

学校関係のお言葉に続き、映画「二つの道」

を上映、犬塚 弘 演ずる保護司が担当した少

年のケースを通して、周囲の理解・接し方で

その後の人生がいかに変わるのかを考えさ

せられ、併せて保護司の業務についての理解

を深めました。続いて川上地区担当の伊藤紀

子保護司から「川上地区の更生保護の現状」

「社会を明るくする運動の意義」など実際の

活動の一端を交えてお話を頂きました。 
アトラクション（写真左）の「戸塚マジシ

ャンズクラブ」によるマジックショーでは、深刻な内容を笑いに変える演出？もあり大盛況でし

た。皆様方のご協力に感謝します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 

地域のボランティア・グループの仲間に加わりませんか。貴殿の参加を歓迎します。 
下記へ直接ご連絡頂くか社協：kawakamishakyo@gmail.com までお気軽にご連絡下さい。 

秋葉町（福祉部）：秋葉町町内会館☎ 813-4350＊（平日午前） （以下＊印：FAX 可） 
前田町（支え合う前田）：＊（平日 9:00-17:00） 
前田ハイツ（おとなりサポート隊）： otonari-support-tai@ezweb.ne.jp 
わくわくサポート隊：秋葉町町内会館☎ 813-4350＊、前田町町内会館☎ 827-2701＊ 



 
来年度から５年間にわたる地域福祉保健計画を策定する「とつ

かハートプラン・第３期」の川上地区での地区別計画案策定が始

まりました。これまでケアプラザ単位だったものが連合町内会単

位となり、来春に向けた策定作業が始まりました。  
ハートプランは「誰もが安心して心豊かに暮らせるように皆のハ

ートを込めた５カ年計画」で、戸塚区の計画と各地区別の計画があ

ります。現在第２期（平成２３年度から平成２７年度）を実施中で、

川上地区では東戸塚地域ケアプラザエリア（秋葉町、上品濃町、川

上町、品濃町、前田町）を単位として実施しています。（右図） 

第３期からは川上地区（秋葉町、前田町）に絞った計画立案とな

るため、田中連合町内会会長、髙久地区社協会長、民生・児童委員、

保健活動推進委員、消費生活推進委員、婦人部、保護司をはじめ連

合町内会単位の幅広いメンバーを戸塚区役所、戸塚区社協がサポー

トする体制でこのほど策定メンバーが決まり、来春からの実施に向

けた策定作業が始まりました。

平成２７年度川上地区社会福祉協議会総会（４月１９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２６年度決算並びに平成２７年度予算 （単位：円） 

収入の部 26 年度決算 27 年度予算 説明 支出の部 26 年度決算 27 年度予算 説明 

会費 743,400 733,050 世帯割分担金 会議費 24,221 50,000  

交付金 371,810 371,810 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 196,395 190,000 ひまわり、若葉会等会費 事務費 252,730 302,000 広報紙印刷、人件費他 

雑収入 45 932  事業費 882,204 972,000 
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 445,953 335,208 前年度からの繰越額 区会費 243,240 240,480 区社協会費、保護司会費 

合計 1,754,603 1,631,000  予備費 0 46,520  

    合計 1,422,395 1,631,000  

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） 髙久 道男  理事（川上地区連合町内会会長） 田中  猛 （留任） 

副会長  （異動） 加藤 光彦  理事（秋葉町町内会会長） 佐々木良孝（留任） 

事務局長（異動） 對馬美知子 理事（前田町町内会会長） 高嶋 威男 （新任） 

会計  （留任） 森 範子 理事（前田ハイツ自治会長） 有馬ひとみ（新任） 

会計監査（前理事） 藤田 和也 理事（グリーンコーポ自治会長） 五十嵐敬三（新任） 

会計監査（前理事） 景安 芳隆 理事（市街地住宅自治会長） 高木 宏二 （留任） 

  理事（グランドメゾン自治会長） 滑川 啓介 （新任） 



 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。 

 
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、体操などを行っております（＝写真）。 
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 16 日 (金)10:00 前田町町内会館 手工芸（アクリル毛糸モップ）⇒ 

11 月 20 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 お絵描き 

11 月 27 日 (金) 9:30 東戸塚駅西口～ 歴史散歩（別掲記事） 

12 月 18 日 (金)10:00 前田町町内会館 恒例 申（さる）の根付け⇒ 

1 月 15 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 ストレッチのすすめ 

2 月 19 日 (金)10:00 前田町町内会館 桜の折り紙画 

3 月 18 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 高齢者の健康法 

4 月 15 日 (金)10:00 前田町町内会館 みんなで唄いましょう 

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：無料 （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 26 日 (月)10:00 前田町町内会館 1 月 25 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

11 月 16 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 2 月 22 日 (月)10:00 前田町町内会館 

12 月 14 日 (月)10:00 前田町町内会館 3 月 14 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

 

１０月２1 日（水曜）10:00～16:00 

１０月２2 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。 

【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：（期限が過ぎているため削除しました）  

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をかけますので正確に記載願います。 

 
旧東海道を東戸塚（品濃）～大山道分岐～吉田

橋～戸塚本陣まで散策する「歴史小旅行」に現

役で旅行会社の添乗員の髙久会長が「ひまわり」

特別企画としてご案内します。（昨年に続く二回

目・前号ご案内の日程変更です。）いつもの風景

が変わって見えること請け合いです。お誘い合

わせの上、奮ってご参加下さい。（写真は安藤廣

重筆「戸塚」public domain 画像） 
当日は東戸塚・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：１１月２７日（金曜）小雨決行・午前９時３０分集合 正午頃戸塚駅先で解散予定 
・集合場所：東戸塚駅西口広場 ・参加費：３００円（行事保険料、資料代他） 
集合場所までの交通費、飲物などは各自ご負担下さい。（おにぎりを用意します） 

・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１５回目となる今回は何かと話題の「おにぎらず（＝写真）」。手軽に、バ

リエーション豊富に「うまく」作る秘訣をご伝授します。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！ 奥様 後押しお願いします！！ 
 
・日時：１１月２１日（土曜）１０：００～１３：００ 
・場所：前田町町内会館 （戸塚区前田町５０５） 
・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 ・お申し込み：下記へ 
 


