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本年度から５年間にわたる地域福祉保健計画「とつかハートプラン・第３期」

の川上地区の計画がまとまりました。「防犯防災」、「子育て支援」「支え合い」

を重点的に行います。 
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（本計画）があり、

この計画に基づいて重点目標を４月から実施して行きます。下記策定委員会が

取りまとめました。 

※戸塚区の計画の詳細は「とつかハートプラン」で検索ください（戸塚区役所のホームページに掲載） 

【策定委員】田中猛（川上地区連合町内会会長）佐々木良孝（同副会長、秋葉町町内会会長）髙嶋威男

（同、前田町町内会会長）有馬ひとみ（同、前田ハイツ自治会長）五十嵐敬三（同、グリーンコーポ自

治会長）高木宏二（同、市街化住宅自治会長）滑川啓介（同、グランドメゾン自治会長）伊藤紀子（民

生児童委員会会長）山本勇（同・副会長）手塚睦子（主任児童委員）廣瀬泰久（交通安全協会役員、秋

葉町町内会副会長）佐藤純子（子供会）河原素子（同）岡本芳一（保健活動推進委員）鍋田浩美（消費

生活推進委員）松岡美奈子

（婦人部連絡会）髙久道男

（川上地区社協会長）加藤

光彦（同・副会長）對馬美

知子（同・事務局長） 

【地域連携チーム】津端達

也（川上地区地域連携担

当・戸塚区役所税務課長）

滝口哲也（同・同・担当係

長）水井絵美（同・こども

家庭支援担当係長）島本洋

一（戸塚区社協・事務局長）

松元玲奈（同・川上地区担

当）樋口宗典（東戸塚地域

ケアプラザ・所長）星野亮

（同・川上地区担当） 

 

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 



3 月 19 日（土曜）前田町町内会館にて区役所、区社協からの来賓５

名を含む 52 名が参加し開催した「平成 27 年度・福祉活動報告会」の

概要を紹介します。（カッコ内は報告者・略敬称) 

（小塚洋子、服部正子）社協行事ひまわり、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。さらに庭の草取り（9 件延 60 名）サロン秋葉（毎月 3 名）秋葉、川上小学校 学童見

守りパトロール、鯉のぼり製作（秋葉保育園へ贈呈）秋葉町町内会盆踊り大会・模擬店、敬老の日プレゼント

（めがねケース）160 個製作(延 52 名）。鎌倉光則寺見学の研修会を１１月に実施しました。

（上田協子、野澤義子）（今年度から前田町町内会福祉厚生部

傘下）ひまわり(6 回)、若葉会（2 回 8 名）、男の料理教室他の社協行事支援。新規事業として６月から前田町

町内会館で「サロンひだまり」を実施、月２回無料・参加者手弁当で談話を楽しむ「ゆるゆる」の集まりです。

敬老会お土産準備と当日手伝い。草取り、病院付添、リハビリサロン前田付添、5 月 10 月の更生バザー手伝

い。また福祉関係者と参加者による親睦遠足を５月に三渓園で実施しました。 

（岡部光雄、浦山妙子）（前田ハイツのボランティアグループ 22 名）「暖かなコミュニ

ティ」作りをすすめる。支え合い活動「前田ハイツ助け合い活動」雑務を年齢制限なしで 1 回 100 円（40 件） 

地域支え合いとして社協、民児支援で地域へ貢献。若葉会、ひまわり、リハビリサロン前田などで年間約 26

回活動。「東戸塚学童クラブ」支援 107 回。ふれあいの場「ふれあい笑談室」月２回開催、６５歳以上対象「花

散歩」今年度は 11 月 17 日に「横浜シンボルタワーと山下公園散策」を実施。 

（伊藤紀子）民児協民生委員法に基づく公職。１）地区民児協 定例会開催（年

12 回）研修、地域交流会、代表者会議等 ２）民生委員、民事協活動：各種証明、住民からの相談対応・支

援・関係機関への連絡 一人暮らし高齢者支援 子育て支援 他 ３）関係地区行事への参加・協力：共同募

金活動協力、ひまわり、赤ちゃん教室手伝い ４）関係団体運営支援：東戸塚地域ケアプラザ、区社協理事、

助成金等交付審査員、東戸塚学童クラブ運営委員、防災拠点委員などを兼務、北海道下川町交流会協力など多

岐にわたります。 

（伊藤紀子）法務大臣から委嘱うけ活動。刑務所や少年院などの保護観察は月２回以上面接。生活環

境調整や社会復帰をお手伝い。引受人を定期的に訪問。法務省主催「定期駐在」。社会を明るくする運動推進、

矯正展、更正バザーを実施しました。65 歳未満の後継者を探していますのでご協力下さい。

（手塚睦子、中村紀子）１．子育支援サークル 2-3 歳児対象の「ぶらんこ」（年 11 回）は 28

年度から 1-3 歳に広げる予定。第１子の 0 歳児対象の「赤ちゃん教室」（区役所主催・月１回）を支援。親子

自主サークル「とんぼクラブ」（年 4 回）支援、子育て支援ケアプラザ連携、「とっとの芽」情報交換など。２．

主任児童委員として「主任児童委員連絡協議会」(年 11 回)、学校訪問（秋葉小、川上小、秋葉中）行事など

随時。３．この他、地区社協、連合町内会の関連会議・行事に参加。ぶらんこ特別企画「音楽会」は大盛況で

した（＝別記事参照）。 

（相原 博）ご要望のあったご家庭へ１～２名でお伺いしお困りごと対応を有償で実施。

11 月の川上小学校の防災訓練に協力。本年度は庭木刈り込みが 7 件あり、切った枝を家庭ゴミサイズにカッ

トまで。襖、障子張り替え 4 件対応。例えば襖は、お好みもあり事前にご自身でご用意の上で依頼するなど、

有償ボランティアであることを理解したうえでご依頼いただきたい。

（佐々木良孝 理事・秋葉町町内会長）本報告会出席は４回目ですが、年々変わってきていると感じました。今

回は活発な活動の様子や、具体的な活動の仕方の質疑も参考になりました。川上地区の社会福祉活動は多くのボラン

ティアの皆様に支えられていることが再確認できました。皆様のご尽力に感謝します。



 

11 月 21 日（土曜）前田町町内会館で実施しました。秋葉町、前田町から 
男性 24 名が参加。15 回目となる今回はグランドメゾンの井上委員に熱心 

にリードしていただいたことで大盛況でした。 
個性に富んだ「おにぎらず」が次々と完成し、 
豚汁ともに皆でおいしい昼食を楽しみました。 
本催しは継続実施して行く計画です。 

 

 

ふれあいサロン「ひまわり」特別編として、11 月 27 日

（金曜）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」に髙久会長がご案内しまし

た。晴天に恵まれ、道中約六キロに点在する史跡、石碑、神社

などを巡り、いつもと違う街を見つける小旅行となりました。 
 

 

12 月 15 日（火曜）川上小学校で、1 年生児童と地域の方々

が参加し、羽子板、お手玉、あやとり、独楽回し、けんだま、

おはじきなどの昔遊びを伝授し、大いに遊び、 
その後一緒に給食を頂き楽しいひとときを過ごしました。 

 

子育てサロン「ぶらんこ」が特別に「年齢制限無し」

として 3 月 14 日（月曜）秋葉町町内会館で実施した音

楽会が大盛況でした。小さなお子様とお母様に加えて、

幅広い世代の約 110 名が、弦楽四重奏によるクラシック

の名曲から日本のうた、ディズニーソングまで幅広いレパ

ートリーを堪能しました。生演奏の迫力に圧倒された小さ

なお子様のなかには真剣に聴き入る子も。演奏：洗足学園音楽大

学音楽学部弦楽器専攻の皆様 寺田紘子(第一ヴァイオリン) 小山紗智子

(第二ヴァイオリン) 高木香(ヴィオラ) 原美月(チェロ) 

10 月 15 日、当社協の一連の福祉

活動に対し「地域福祉活動の推進にあたり他の模範」として神奈川県社会福祉協議会よ

り表彰を受けました。  



 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。

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。軽食も御用意しております。

事前申込不要です直接会場へお越し下さい。談話、軽食だけでもお気軽にどうぞ。 
原則毎月第３金曜日 参加費 300 円 催しにより材料費等実費 

 

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 
 

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。お母様同

士の情報交換、お友達づくり、悩み事相談など必要なものを提供しています。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 月はお休み）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 

4 月 25 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 7 月 11 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 

5 月 23 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 9 月 26 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 

6 月 20 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 10 月 24 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 

 

５月２５日（水曜）10:00～16:00 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 
 

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） 

開催日時 (曜) 時間 開催場所 主な催し（予定） 

4 月 15 日 (金)10:00 前田町町内会館 みんなで唄いましょう 

5 月 20 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 折り紙 

6 月 17 日 (金)10:00 前田町町内会館 防災頭巾の作成 

7 月 15 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 ゲーム 

8 月 19 日 (金)10:00 前田町町内会館 音楽（オカリナ） 

9 月 16 日 (金)10:00 秋葉町町内会館 健康 

10 月 21 日 (金)10:00 前田町町内会館 手芸 


