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       「社協」は社会福祉協議会の略称です。          上図“こころん”は、とつかハートプラン（戸塚区地域福祉保健計画）のマスコットです。

3 月 16 日（土曜）午前、秋葉町町内会館にて

区役所、区社協からの来賓を含む４９名が参加

し「平成 30 年度・福祉活動発表会」を開催し

ました。平成を締めくくるに相応しい良い発表

が相次いだのに加え、質疑応答ではボランティアグループ間で協力を話し合うなど、活発なやりとりがありま

した。概要を紹介します（カッコ内は発表者・略敬称) 

（仲里祐子）秋葉町福祉部は地元に密着したすばらしい組織ができていると感動していま

す。先輩に感謝します。年間活動は社協行事のひまわり、若葉会、活動委員会、社会を明るくする運動、ボラ

ンティア全体会、男の料理教室、本発表会、川上小・昔遊びふれあい給食会ほか支援しました。 

町内会福祉部として、庭の草取り、サロン秋葉お手伝い、秋葉小・川上小の 学童見守りパトロールなどを

実施。恒例の秋葉町内会盆踊り出店は悪天候のため当日中止になりました。敬老の日プレゼントとして「花か

ご」を６月に制作・準備しました。新１年生に配布した「こころん」マスコットを作成しました。研修として

「大倉陶園本社・作業所」研修会では、地元の素晴らしい技能にふれることができ感動しました。秋の甲陽学

園視察研修では日常とは違う、意識を変えることができ感激しました。

（野澤義子、上田協子）支えあう前田はボランティア 22 名で活動し

ています。高齢化が進み 70 代中心となり担い手が不足しています。活動報告としては社協の活動支援として、

ひまわり(6 回)、若葉会（２回４名）、同車の付添８回１５名、男の料理教室、活動委員会、ボランティア全

体会に参加しました。前田町では「サロンひだまり」を月２回開催しています。新小一生にプレゼントしてい

る「こころん」はここで楽しく作成しました。バザーで余った毛糸を使ったパイプ椅子用座布団を作ったのも

今年の成果です。支えあう前田として敬老会のお土産準備と当日手伝い、更生バザー手伝いなど多岐にわたり

ます。３月親睦遠足は秋葉台公園＋町内会館の「近場」で実施しました。今後高齢化により、「草取り」など

活動内容を見直さざるを得ないものも出てきています。

（河野千加子、岡部光雄）（前田ハイツのボランティアグループ） 

担い手の高齢化進展をうけて、全戸に要望アンケート。ボランティアグループへ参加意向設問に「ワンポイ

ントなら良い」人が加わり 19 名→33 名に。地域の潤滑油になれるような活動をしています。支えあい活動で

は粗大ゴミ搬出手伝い、物の修理、学童保育の早期見守り手伝いなど。集会所で茶会「サロン笑談室（本年度

から「水曜サロン」）」を月２回開催。今年度はプロのマリンバ奏者演奏もあり好評でした。毎月実施の「カッ

ト・ワタナベ」は、大きく家庭ゴミや資源ゴミに出しにくいものを小さくカットするサービス。ゴミ置き場が

大変綺麗になったと大好評。日帰りバスツアー「花散歩」を 46 名で実施。GINZA６、都庁、六義園など「東京

観光」しました。社協のサポートで若葉会４回、バザー２回、ひまわり６回、自治会夏祭りに出店しました。 

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 



（山本 勇）川上地区民生委員児童委員協議会（以下「民児協」）会長として、戸塚区民児協

連絡会、主任児童委員連絡会へ毎月出席、川上地区民児協定例会を毎月開催したほか、関係研修会、地域交流

会や他団体との連携を実施しました。民生委員として各種証明業務、高齢者定期訪問（毎月）、広報紙「川上

地区よりこんにちは」（毎月発行）、高齢者食事会「若葉会」を 8 回開催しました。 
■高齢者が避難場所に行かないための５つの備え：（①火事②家具転倒③ガラス破片④非常トイレ⑤ローリン

グストック）が大切です。■高齢者に対する電話での詐欺への対策：防止策を調査・試行しました。■認知症

対策：「みつけてネット」「見守りシール」の運用を開始しました。■脳卒中への対応：①顔がゆがむ②片側の

手足に力入らない③上手く話せない →ひとつでも当てはまれば即１１９

（鈴木浄元・對馬事務局長代読）法務大臣から委嘱うけ横浜保護観察所の指揮下で活動。保護観察の実施で

は、引受人を定期的に訪問し、生活環境調整や就労支援として社会復帰をお手伝いしています。研修として、年 4

回の定例研修、施設訪問研修、各公的機関との連絡などに参加しました。7 月には「社会を明るくする運動」を推進

しました。5 月と 8 月に更生バザーへ協力・支援しました。 

（手塚睦子、中村紀子）ほぼ月１回子育て支援サークル「ぶらんこ」をボランティアや民生委員と協

力して秋葉町、前田町町内会館で交互に開催しました。地域の子育て支援サークル「ぶらんこ」で実施した「工作」

の例をご紹介します。５月には皆でシールを貼り紫陽花をつくりました。１０月はハロウインのカボチャのランタ

ンを作りました。クリスマスにはリース作りをし、いずれもおかあさん、赤ちゃんともに大好評でした。０歳児第

一子親子対象の「赤ちゃん教室」を民生委員とともに前田町町内会館で開催しました。 

主任児童委員連絡協議会や研修会、地域の小中学校や保育園との情報交換会に参加しています。主任児童委員連

絡協議会（年 11 回）や、研修への参加がありました。 

（相原 博）連合町内会内の援助の必要な７０歳以上の高齢者を対象に、困りごとへの対応を１時

間３００円～５００円／人の有償で実施しています。３月に区役所から支給された LED 電球約５０個の交換をしま

した。公園愛護会と竹林伐採をおこないました。多かった活動は庭木剪定と刈り込み、片付けでした。今年度はエ

ンジン草刈り機を導入し草刈りの作業効率が上がりました。依頼の中には洗濯機を二層式から全自動にするため、

２回にわたり床を切ったり壁を直したりといった事例もありました。 
 

（横浜市東戸塚地域ケアプラザ所長・室井慶之 様）地区社協主催でこうした会合を実施しているのは他に無い。

発表内容は素晴らしく、同じ地域の活動者がこの場で助け合い共有できるのは良い場だと思いました。前田ハイツ

の発表にあった住民への福祉要望アンケート実施は大変良い事例で、われわれの活動の参考になりました。今日の

お話をもっと広く伝えられる場があれば良いなと感じました。これからもお体に気をつけて頑張ってください。 

 令和元年度（平成３１年度）の川上地区社会福祉協議会総会を平成３１年４月２１日（日曜）秋葉町内会館にお

いて川上地区連合町内会と合同で開催し、下記の通り新年度の事業計画と決算・予算ならびに役員人事を決めました。 

令和元年度事業計画【定期的活動】■若葉会：年６回■ふれあいサロンひまわり：年１１回■手話教室：年１０回

■子育てサークル「ぶらんこ」：年１１回■リハサロン：年１０回■活動委員会：年６回（内３回は他行事と併催） 

【主要事業】■社会を明るくする運動川上地区の集い：７月１４日（秋葉町町内会館）■ボランティアティア全体会：

９月２１日（秋葉町町内会館）■男の料理教室：１１月９日（前田町町内会館）■福祉活動発表会３月２１日（前田

町町内会館）■かわかみ社協ニュース発行：５月，１１月 ■川上連合町内会と「ホームページ」開設を検討 



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

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

会費 688,800 691,650 世帯割分担金 会議費 20,000 20,000  

交付金 357,000 ＊313,000 市社協、区社協助成金他 会館使用料 20,000 ＊10,000  

参加者負担金 139,200 ＊150,000 開催行事の会費 事務費 218,294 231,000 広報紙印刷、人件費他 

雑収入 0 187  事業費 776,703 ＊681,000 
高齢者支援、子育支援、福祉団体助

成、保険料、ひまわり助成 

繰越金 95,960  32,163 前年度からの繰越額 区会費 213,800 ＊224,440 区社協会費、保護司会費 

    予備費 0  20,560  

合計 1,280,960 1,187,000  合計 1,248,797 1,187,000 30 年度繰越金 32,163 円は元年度に繰り越します 

本年度予算から「ふれあいサロンひまわり」の予算を別会計とし、「ふれあい助成金」の会計を明確化することになりました。 

令和元年度「ふれあいサロンひまわり」予算 (単位：円) 【収入の部】 交付金（ふれいあい助成金・会員加算含）60,000 参加者負担金 45,000 地区社

協「ひまわり助成金」55,000 合計 160,000 【支出の部】 事業費 160,000 （食材費 95,000、講師謝礼 17,000、買物ボランティア 11,000、会館使用料 10,000、保

険料 10,000、印刷費 2,000、区社協会費 5,000） 合計 160,000  （川上地区社協の元年度予算中＊印を付した項目が別途集計対象です） 

川上地区社会福祉協議会 役員【会長】（留任）加藤光彦【理事・副会長】（留任）髙嶋威男（前田町町内会会長）【理

事】（留任）藤井克彦（川上地区連合町内会会長、秋葉町町内会会長）【理事】（新任）富間[ﾀｲﾏ]智雄（前田ハイツ自治会

会長）【理事】（新任）稲葉元一（グリーンコーポ東戸塚自治会会長）【理事】（新任）佐川将之（グランドメゾン東戸塚自

治会会長）【事務局長】（留任）對馬美知子【会計】（留任）森 範子【会計】（留任）青木美智子【会計監査】（理事より異

動）梅 広国（前 前田ハイツ自治会会長）【会計監査】（理事より異動）大倉 央（前 グリーンコーポ東戸塚自治会会長） 

以上【役職名】（総会決議事項）氏名（主な関係役職） 

 

11 月 17 日（土曜日）秋葉町町内会館で秋葉町、前田町から地域の男

性１５名が参加して「第１８回男の料理教室」を開催しました。女性ス

タッフの指導のもと、今回は酢豚に挑戦しました。初めてエプロンを着

けた方から、プロのような鮮やかな包丁さばきの方まで、和気あいあい、

楽しい料理作りができました。副菜の春雨サラダ、中華スープも併行し

てできあがり、皆でおいしく頂きました。 

 

12 月 11 日（火曜日）川上小学校

で、小学校 1 年生の生徒さんたちと、

地域の学援隊、秋葉町福祉部など登

下校見守りなどでも接しているボ

ランティア 13 名が参加して「むか

し遊びとふれあい給食会」を開催し

ました。小学校としても年末の恒例

行事にしていただいていて、今年もお手玉、あやとり、コマ回し、けんだま、おはじきなどの昔遊びのあと、一緒に

給食を頂き楽しいひとときを過ごしました。（写真左「けんだま」写真右「おはじき」の遊び方を指導するボランティア） 



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ふれあいサロンです。講師をお迎えするなどして

ゲーム、手工芸、講演会、体操などを行っています。

ボランティア手作りのランチも毎回好評です。事前申

込不要ですので直接会場へお越し下さい。ランチだけでもお気軽にどうぞ。 
【主な催しの予定】５月：ボール遊び ６月：歌唱 ７月：歌声喫茶 ９月：心と体のケア

（東戸塚地域ケアプラザ協力）１１月：子育てサークルと共催で世代交流 
開催日程：第３金曜 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 開催日時   (曜) 時間 開催場所 

5 月 17 日  (金)10:00～ 秋葉町町内会館 9 月 20 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 

6 月 21 日  (金)10:00～ 前田町町内会館 10 月 18 日 (金)10:00～ 前田町町内会館 

7 月 19 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 11 月 15 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 

8 月 16 日 (金)10:00～ 前田町町内会館    

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（8 月は休み）事前申込不要 参加費無料 
（主任児童委員メール：kawakamichiku_shunin0815@yahoo.co.jp） 

 開催日時 (曜) 時間 開催場所 開催日時   (曜) 時間 開催場所 

5 月 27 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 9 月 30 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 

6 月 17 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 10 月 28 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 

7 月 8 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 11 月 15 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 

 

５月２３日（木曜）10:00～16:00 ２４日（金曜）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、ご出品相談などは】川上地区更生保護女性会（伊藤紀子☎ 
090-9363-5539） 
秋葉町町内会館：戸塚区秋葉町 271-21 ☎813-4350   前田町町内会館：戸塚区前田町 505 ☎827-2701 
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） 


