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9 月１０日（土曜）に秋葉町町内会館で開催された連合町内会と戸

塚区役所による「川上地区懇談会」にて「地域の防災対策と今後の課

題」の発表がありました。前号でご紹介したように、本年度から向こう 5カ年の「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点が重点施策となりましたが、うち①防犯・防災

の具体策の発表が２町内会、３自治会からいろいろありましたので、少し内容をご紹介しましょう。 

■年次計画の立案 ■防災アンケートの実施 ■自助共助 ■要支援者の把握 ■災害時の集合場所決定 

■地域の防災マップ作成 ■水と食料の備蓄 ■家庭用簡易トイレの準備・・・等。 

これらを踏まえて、各町内会、自治会で検討を継続して、安心安全な地区を目指すことになりました。

また、戸塚区役所から熊本地震の災害支援活動に派遣された田中職員より、益城町役場や避難所の様子な

ど、生々しい報告がありました。最後に紙芝居「思いやりの山」（秋葉小学校・垣崎校長他＝写真）で災

害時の地域の助け合いを童話で訴え、ひときわ大きな拍手で締めくくられました。 

（「第３期とつかハートプラン」で検索すると、戸塚区役所のホームページから、とつかハートプランの説明、戸塚区の計画、

川上地区はじめ地区毎の計画を参照できます） 

 

さる７月１９日（日曜）１０時から、秋葉町町内会館に１０７名ご参集いただき、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６６回目の開催。 
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「危険ドラッグは毒だ」を

上映、話題の危険ドラッグの恐ろしさに

ついて理解深めました。続いて川上地区

担当の伊藤紀子保護司から当地区の更

生保護の現状を地区の保護司としての

活動の実体験を交えてお話頂きました。

アトラクションの「横浜サウンドストリ

ーム」による口笛とピアノによる音楽シ

ョー（写真）は盛況でした。 

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 



 

「ぶらんこ」では、子育て世代と地域の方との交流を目指して 8 月 25 日川上地区連合町内会と川上地区社

会福祉協議会主催、秋葉小学校の協力を得て同体育館で「和太鼓を楽しもう」を実施しました。幼児・子供約

100 名、大人約 130 人が、本物の太鼓の音を楽しみ

ました。「老若男女が顔を合わせられ、すばらしい」

「忘れられない感動をありがとう」「子供の頃から

本物を聴かせるのは素晴らしい企画」「近所の方と

お話ができてうれしい」＝来場者アンケートより＝

など大好評でした。暑い中のご来場に感謝します。

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」。今年はインド発祥の楽

しい健康法「笑いヨガ」（９月１７日前田町町内会館で開催）。鵜殿眞理子先生（あくてぃぶラフターくら

ぶ代表）のご指導により「笑いの体操」と「ヨガの呼吸法」の手ほ

どきを受けました。はじめ少し堅かった参加者も、笑いの効用を理

解し、制約があっても実施できる形をいくつか教わり、実際に大声

で笑いリフレッシュできることを実感していました。 

平成２８年度川上地区社会福祉協議会総会（４月１0 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２７年度決算並びに平成２８年度予算 （単位：円） 

収入の部 27 年度決算 28 年度予算 説明 支出の部 27 年度決算 28 年度予算 説明 

会費 733,050 696,300 世帯割分担金 会議費 15,503 30,000  

交付金 366,640 369,700 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 212,900 190,000 ひまわり、若葉会等会費 事務費 193,135 272,000 広報紙印刷、人件費他 

雑収入 44 274  事業費 913,318 963,000 
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 335,208 265,726 前年度からの繰越額 区会費 240,160 230,680 区社協会費、保護司会費 

合計 1,647,842 1,522,000  予備費 0  6,320  

    合計 1,382,116 1,522,000  

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  （留任） 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（留任） 對馬美知子 理事（前田町町内会会長） 高嶋 威男 （留任） 

会計  （留任） 森 範子 理事（前田ハイツ自治会長） 館 薫  （新任） 

会計  （新任） 青木美智子 理事（グリーンコーポ東戸塚自治会長） 酒井 卓郎 （新任） 

会計監査（前理事） 有馬ひとみ 理事（グランドメゾン東戸塚自治会長） 岡野 稔  （新任） 

会計監査（前理事） 五十嵐敬三   



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 21 日 (金)10:00 前田町町内会館 デコパージュ（石鹸絵付） 

11 月 18 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 お楽しみ 

12 月 16 日 (金)10:00 前田町町内会館 酉の根付け作成（写真→） 

1 月 20 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 ゲームでストレッチ 

2 月 17 日 (金)10:00 前田町町内会館 折り紙 

3 月 17 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 高齢者の健康法 

4 月 14 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 
 

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 

子育てサロンとして、おかあさま同士の情報交換、お友達作り、悩みご

と相談など子育てに必要なものを提供して

います。季節にちなんだ工作、遊びを随時実

施。人形劇や音楽会もありますよ。 
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 24 日 (月)10:00 前田町町内会館 1 月 23 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

11 月 21 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 2 月 20 日 (月)10:00 前田町町内会館 

12 月 12 日 (月)10:00 前田町町内会館 3 月 13 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

 

１０月２６日（水曜）10:00～16:00 

１０月２７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 



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：(終了のため削除しました)  

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。 

 

 
晩秋の鎌倉を「旅行案内人」髙久会長がご案内します。

今回は、鎌倉大仏付近を散策し鎌倉の歴史を体感します。

秋の観光シーズンのピークも過ぎ、比較的ゆったり晩秋

の風情を楽しめる穴場的時期となります。何度か行かれ

た方もきっと新しい発見があるでしょう。お誘い合わせ

の上、奮ってご参加下さい。当日は３キロほど歩きますので、軽快な靴、服装、雨具等持参でお越し下さい。 

・日時：１2 月 9 日（金曜）小雨決行・午前９時集合 正午頃 現地解散予定 
・集合場所：東戸塚駅西口広場    
・参加費：１００円（行事保険料等） 
・交通費（東戸塚から JR と江ノ電）８２０円 拝観料（二カ所予定）５００円  
※ 交通費、拝観料、飲物代などは各自ご負担下さい。 

・お申込み：下記まで。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） 
（大仏写真＝Public domain 画像） 

 

第１６回目となる今回は「親子丼」。お料理の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１９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。 


