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9 月 9 日（土曜日）秋葉町町

内会館で川上地区懇談会（以下

「地区懇」）が開催されました。

区民と区役所が議論しながら

地域の課題の解決方法を考え

る場として、毎年連合町内会主

催で開催している「地区懇」の

川上地区のテーマは昨年から

「防災」です。このテーマは昨

年度から 5 カ年計画で推進し

ている「川上地区ハートプラン」の①防犯・防災 ②子育て支援 ③支え合い の重点施策の一

つになっており、その着実な進捗が確認できました。 

 

【懇談会概要】（敬称略）■総合司会：増渕憲夫（連合町内会副会長）■開会の辞：松本祐（〃）

■挨拶１）田中猛（連合町内会会長）■挨拶２）繁野芳彰（戸塚区役所 学校連携・こども担当

課長 = 地域連携チーム川上地区担当）■横浜市の防災対策についてのお話：田中 均（戸塚区役

所 総務課危機管理担当係長）■課題検討「各自治会・町内会の防災対策と今後の課題と中間報

告について」 

 

【各自治会・町内会の主な発表内容】■要支援者の把握 ■災害対策研修 ■消火訓練 ■防災

体制の整備 ■地域連携 ■防災マップ、マニュアルの作成 ■初期消火箱・マンホールの点検、

初期消火箱の更新 ■水や食料などの備蓄 ■家具転倒対策 ・・・等。 

 

【田中会長の話】今年度の懇談会は各自治体（自治会町内会）から 70 名以上の参加をいただき

開催いたしました。懇談会の中身は非常に濃く、各自治会町内会 5 団体の発表は特にすばらしい

ものが有りました。昨年の「地区懇」から 3 年間同じテ－マで行うことを決めましたが、この 1

年間で皆様の防災意識が非常に高まったのではないかと思います。更に 1 年後の「地区懇」では

素晴らしい発表がなされると思います。又私が感じたことですが他の自治体の参考になるところ

を他の自治体とも連絡取り、良いものにしていければと思います。更に来年度は連合町内会でも

出来ることがないか考えて行きたいと思います。（田中 猛・川上地区連合町内会会長） 

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 



 

７月１６日（日曜）１０時から、秋葉町町内会館で法

務省主唱「第 67 回社会を明るくする運動」川上地区の

集いを、来賓を含め１２１名ご参集いただき、当社会福

祉協議会主催、川上地区連合町内会の後援で開催しまし

た。来賓の戸塚区社会福祉協議会、戸塚警察署、秋葉中

学校校長のお言葉に続き、映画「更生保護施設～再出発を支える人たち」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、当

地区の更生保護活動のご苦労を知ることができました。アト

ラクションとして「梅后流江戸芸かっぽれ」が披露され、笑

いと拍手喝采で締めくくられました。お忙しい中ご出席あり

がとうございました。 
 

平成２９年度川上地区社会福祉協議会総会（４月２３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。役員人事では、

これまで３期６年間会長をされた髙久道男氏が退任し、加藤光彦副会長を会長に、髙嶋理事を副会長に選出

しました。また、２町内会、３自治会の会長を理事に選出し、それぞれ就任しました。 

川上地区社会福祉協議会 平成２８年度決算並びに平成２９年度予算 （単位：円） 

収入の部 28 年度決算 29 年度予算 説明 支出の部 28 年度決算 29 年度予算 説明 

会費 696,300 696,300 世帯割分担金 会議費 26,880 20,000  

交付金 365,700 352,652 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 202,900 190,000 ひまわり、若葉会等会費 事務費 225,662 252,000 広報紙印刷、人件費他 

雑収入 0 234  事業費 894,630 846,000 
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 265,726 132,814 前年度からの繰越額 区会費 230,640 230,680 区社協会費、保護司会費 

    予備費 0  3,320  

合計 1,530,626 1,372,000  合計 1,397,812 1,372,000 (28 年度決算差引残高 132,814) 

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   （前副会長） 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 （新任・理事兼任） 高嶋 威男  理事（秋葉町町内会会長） 藤井 克彦 （新任） 

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） 松本 裕 （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） 松本 勉 （新任） 

会計監査（前理事） 館 薫 理事（グランドメゾン東戸塚自治会会長） 増渕 憲夫 （新任） 

会計監査（前理事） 酒井 卓郎   



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。 
10 月は子育てサロンぶらんこと共催で、地域の子育て世代のお母様とお子様と楽しい交流をし

ます。11 月はヘルスメイト（食生活等改善推進員）を講師に、食事と健康のお話を伺います。こ

のほか毎回楽しい催しがございますので、是非お誘い合わせのうえお気軽にお越し下さい。 
参加費 300 円。催しにより材料費等実費。（今年度より年 11 回開催となり 3 月はお休みです） 

 
開催日時 (曜) 時間 開催場所 主な催し（予定） 

10 月 20 日 (金)10:00 前田町町内会館 ぶらんこ共催・世代間交流 

11 月 17 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 食と健康を考える（ヘルスメイト） 

12 月 15 日 (金)10:00 前田町町内会館 干支「戌」の根付け作成 

1 月 19 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 お正月の遊び 

2 月 16 日 (金)10:00 前田町町内会館 折り紙 

4 月 13 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、遊びを随時実施しています。

人形劇や音楽会もありますよ。どうぞお気軽にご参加下さ

い。参加費：無料 
 

【問合せ】主任児童委員・手塚睦子 ☎821-0456、中村紀子 ☎823-7423 
日付 (曜) 時間 開催場所 日付 (曜) 時間 開催場所 

10 月 20 日 (金)10:00 前田町町内会館 1 月 22 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 

11 月 20 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 2 月 19 日 (月)10:00 前田町町内会館 

12 月 11 日 (月)10:00 前田町町内会館 3 月 12 日 (月)10:00 秋葉町町内会館 



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  
FAX／留守電番号：(045) 821-0711 (對馬事務局長)  

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。 

 

 

１０月２５日（水曜）10:00～16:00 

１０月２６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

ランティアが推進役となり、住民の方から提供された衣類、雑貨、食器等を安価で販売し、売上は

更生保護活動に有効活用しています。 
【問合せ】更生保護女性会 川上地区 寺尾伸子☎090-1116-3205 伊藤紀子☎090-9363-5539 

 

 

 
第１７回目となる今回は「餃子」、デザートは杏仁豆腐で

す。秋葉町、前田町にお住まいの男性の方ならどなたでも参

加できます。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。

昨年はご家族での参加もあり、親子で「親子丼」に挑戦！な

ど盛り上がりました。皆さんお誘い合わせの上、奮って参加

しましょう！ お申

込みは下記まで。 
 
・日時：１１月１８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 （材料費等を含む） 
・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。 


