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毎年 3 月に実施していた「福祉活動発表会」は、今回は新型コロ

ナウイルス感染防止のため実施できませんでした。ここでは予定

原稿などをもとに「紙上」で発表内容をご紹介します。                         

（ ）内は発表予定原稿執筆者(略敬称)         昨年の発表会

（安部玲子）秋葉町福祉部は 5 月に顔合わせ 20 名でスタート。地域に密着して、個性を

生かし力を合わせて活動しています。昨年度は、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、川上小・昔遊びふれあい給食会、秋葉小・昔遊びの会を支援し

ました。町内会の福祉部として、高齢者の庭の草取り、「サロン秋葉」のお手伝い、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

レゼントを９月に 2 種類制作、新１年生に配布した「こころん」マスコットは 104 個作成しました。 

ボランティアに支えられて活動しています。社協の活動支

援として、ひまわり、若葉会、車の付添送迎、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。前田町町内会では「サ

ロンひだまり」を月２回開催しています。「こころん」マスコットは「ひ

だまり」で楽しみながら約 200 個作成しました。前田町町内会の活動と

して、敬老会のお土産準備と当日手伝いを行ったのをはじめ、連合、町

内会の行事に積極的に楽しく参加しました。 

 

（岡部光雄）本紙前号（13 号）で大きく紹介し

ていただきました。地域の潤滑油になれるような活動を実施しています。支えあ

い活動で粗大ゴミ搬出手伝い、修理、学童保育の早期見守り手伝いは 18 件でし

た。集会所での茶会「水曜サロン」を月２回開催しました。「カット・ワタナベ↗」は、家庭ゴミや資源ゴミに

出せるよう小さくカットするサービスで毎月実施し、月平均 16 件の利用がありました。日帰りバスツアー「花

散歩」は 10 月 11 日に 41 名参加し、調布、深大寺ほかを巡り親睦を深めました。社協のサポートでは若葉会、

ひまわりの手伝いを実施。自治会の夏祭りに出店し、好評でした。 

 

（對馬美知子）川上地区民生委員児童委員協議会（以

下「民児協」）対象地区の民生委員児童委員の活動を支え、住民の立場

に立った相談や必要な援助を行っています。【民児協運営、研修、行政

や関係団体との連携】地区民児協定例会を毎月開催、区民児協会長会、

主任委員連絡会などへ出席、さらに各種研修への参加、地域交流部会、ハートプラン推進、地域ネットワーク

訪問事業代表者会議出席など。【民生委員、児童委員】一人暮らし高齢者支援として毎月対象者を定期訪問し

▲「社」の字を図案化した社協のマークです。 



ているほか、食事会「若葉会」は 34 年続いています。主任児童委員の開催する子育てサークル「ぶらんこ」

支援、地域の関係行事などへ参加・協力しました。関係団体の、東戸塚地域ケアプラザ、東戸塚学童クラブ、

防災拠点委員、町とともに歩む学校作り懇話会、北海道下川町との交流会へ協力しました。 
  

（鈴木浄元）法務大臣から委嘱うけ横浜保護観察所の指揮下で活動しています。保護観察の実施では、引受

人を定期訪問し、生活環境調整や就労支援など社会復帰をお手伝いしています。研修：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があります。7 月に「社会を明るくする運動」を推進しました。また 5 月と 8 月に

更生バザーへ協力・支援しました。現在当地区の保護司は定員 2 名のところ 1 名でがんばっています。保護司をや

ってみたい方、ご興味のある方は是非ご連絡ください。 

 

（手塚睦子）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。「ぶらんこ」（写真右）で作成した手作りおもちゃは、お

かあさん、赤ちゃんに大好評でした。また、前田町町内会館で開催され

ている０歳児（第一子）親子対象の「赤ちゃん教室」にもお手伝いとして参加しています。そのほか、地域の小中

学校や保育園との情報交換会への出席、主任児童委員連絡協議会（年 11 回）や研修への参加をしました。 

 

（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。いずれも

多くの利用者から感謝をいただいています。 

令和２年度の川上地区社会福祉協議会総会を川上地区連合町内会と合同で４月１９日に書面審議と集計をおこない、

下記の通り事業計画と決算・予算ならびに役員人事を決めました。（新型コロナウイルス感染防止のため、予定行事

が延期ないしは中止されることがあります。その場合は町内会・自治会の掲示板等でお知らせします） 

 

令和２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１０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１２日（秋葉町町内会館）■ボランティアティア全体会：

９月１９日（前田町町内会館）■男の料理教室：１１月１４日（秋葉町町内会館）■福祉活動発表会３月１３日（秋

葉町町内会館）■かわかみ社協ニュース発行：５月，１１月  

 

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】（〃）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）小池孝彦（前田ハイツ自治会会

長）【理事】（新任）辻田賢次郞（グリーンコーポ東戸塚自治会会長）【理事】（新任）戸田洋子（グランドメゾン東戸

塚自治会会長）【事務局長】(新任)森 範子【会計】（留任）青木美智子【会計監査】（理事より異動）當間[ﾀｲﾏ]智雄（前

田ハイツ自治会前会長）（〃）稲葉元一（グリーンコーポ東戸塚自治会前会長） 



川上地区社会福祉協議会 令和元年度決算並びに２年度予算 （単位：円） 

収入の部 元年度決算 ２年度予算 説明 支出の部 元年度決算 ２年度予算 説明 

会費 691,650 737,760 世帯割分担金 会議費 20,000 20,000  

交付金 313,000 303,000 市社協、区社協助成金他 会館使用料 10,000 10,000  

参加者負担金 69,200 120,000 開催行事の会費 事務費 225,391 236,000 広報紙印刷、人件費他 

雑収入 0 14  事業費 551,496 721,000 
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 32,163  89,526 前年度からの繰越額 区会費 209,600 224,440 区社協会費、保護司会費 

    予備費 0  38,860  

合計 1,106,013 1,250,300  合計 1,016,487 1,250,300 元年度繰越金 89,526 円は２年度に繰り越します 

 

「ふれあいサロンひまわり」令和 2 年度予算（括弧内元年度決算）  (単位：円) 

 【収入の部】 交付金 60,000(60,000) 参加者負担金 42,000(48,300) 地区社協「ひまわり助成金 55,000(55,000) 雑収入 6(0) 繰越金 4,494(4,494) 合計

161,500(163,300) 【支出の部】 事業費 160,000(158,806) 【事業費内訳】食材費 95,000(103,734)、材料費 10,000(4,692) 講師謝礼 17,000(15,000)、買物ボラン

ティア 10,000(11,000)、会館使用料 10,000(10,000)、保険料 10,000(9,380)、印刷費 3,000(0)、区社協会費 5,000(5,000) その他 1,500(0) 合計 161,500(158,806) 

「ふれあいサロンひまわり」は戸塚区社会福祉協議会の「ふれあい助成金」対象事業のため、本会計とは別に決算報告ならびに予算を編成しています。  

 

【監査報告】 上記２つの決算は、令和 2 年 3 月 28 日 大倉 央、梅 広国 両会計監査より「公正・正確」との監査報告をいただきました。 

 

 

11 月９日（土曜日）前田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１９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、今回は肉じゃがに挑戦しました。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。副菜の酢の物、味

噌汁も併行してできあがり、皆でおいしく頂きました。 
 

 

12 月 9 日川上小学校で「むかし遊びとふれあい給食会」を開催しました。今年

は 1 月 15 日に秋葉小学校でも「むかしあそび」を授業の一環として実施しました。

川上小学校では給食を一緒に頂きました。両校とも、小学校 1 年生の生徒さんたち

に、日頃登下校

など見守り活動をしているボランティアはじめ地

域の皆様が、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を指導し、楽しいひとと

きを過ごしました。 



 

戸塚区社会福祉協議会（戸塚町 167-25）は、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や

休業等により、生活資金でお悩みの方を対象とした、緊急小口資金等の特例貸付「一時的な資金の

緊急貸付について（3 月 25 日付）」を発表しました。相談されたい方は、月曜日から金曜日の 9時

から 16 時に電話 (045)866-8434 にて、まずは事前相談ください。 

 

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。 
※新型コロナウイルス感染防止のため、安全が確認されるまでは中止となることがあります。 
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 月は新型 コロナ感染 防止のため中止します) 9 月 18 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 

6 月 19 日  (金)10:00～ 前田町町内会館 10 月 16 日 (金)10:00～ 前田町町内会館 

7 月 17 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 11 月 20 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 

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 月は新型 コロナ感染 防止のため中止します) 9 月 28 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 

6 月 22 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 10 月 16 日 (月)10:00～ 前田町町内会館 

  7 月 13 日 (月)10:00～ 秋葉町町内会館 11 月 16 日 (金)10:00～ 秋葉町町内会館 

 

作成費の一部に赤い羽根共同募金からの助成金が使われています。 

バックナンバーは「戸塚区社協ホームページ」に掲載されています。 


