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▲「社」の字を図案化した社協のマークです。

「社協」は社会福祉協議会の略称です。

会長 加藤光彦

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

コロナ禍も 2 年以上を経て、オミクロン株、変異株など依然猛威を振るっていますが、ワクチンの普及、
治療薬の承認など重症化リスク低減などで事業再開の下地もできてきました。昨年度は会場の町内会館の人
数制限もありましたが、秋から冬の「小康期」などに感染対策を徹底し、若葉会（2 回）
、ひまわり（3 回）、
手話教室（8 回）
、ぶらんこ（4 回）
、リハサロン（2 回）と、参加者の特性に合わせた再開をすすめました。

「若葉会」が始まったのは 36 年前の昭和 61(1986)
年。65 歳以上の一人暮らしの高齢者を対象にした民
生委員主催の食事会です。地域のボランティアや東
戸塚地域ケアプラザなどの協力で、食事・懇談のあ
とは歌、手品、音楽などの余興を楽しんでいました。
コロナ禍で令和 3（2021）年春から中止が続いてい
ましたが、感染状況が小康となった昨年 12 月にお弁
当お持ち帰り「食事会」として再開し、参加者には大変喜んでいただきました。引き続き 1 月 7 日に予定してい
た会は大雪による路面凍結のため、用意したお弁当を配食することで代えました。

秋葉町、前田町のかたなら誰でも参加できる「ふれあいサロンひまわり」
は昭和 60(1985)年に始まる 37 年の歴史があるサロン活動です。昨年度か
らコロナ禍で開催できない状況が続いていましたが、感染が落ち着いてい
るタイミングで感染防止を徹底したうえで昨年は４月、１１月、１２月の
３回開催しました。参加
者は少なかったですが、久しぶ
りに顔をあわせた参加者の笑顔
が印象的でした。
再開の様子は戸塚区社協広報
紙「社協とつか第８０号」
（=写
真左）でも紹介されました。

町内会館の人数制限のためメール申込みによる事前予約制で再開。昨
年度は 4 月、10 月、11 月、12 月の 4 回実施（7 回中止）しました。毎
回すぐに予約が埋まる盛況で、写真は 12 月の風船遊びで、この後白い
風船で「雪だるま」を一個づつ作りました。
（ブログより引用）

密になりにくく言葉を発する機会が少ない「手話教室」は、コロナ禍でも 4 月、6 月、7 月、9 月、10 月、11
月、12 月、3 月と 8 回開催でき中止は 2 回だけでした。一方麻雀を通じてリハビリ活動をおこなうリハサロンは、
どうしても密になるため、1 月と 2 月の 2 回開催、8 回中止でした。実施内容により明暗が分かれた形です。

社会福祉協議会の活動に係わって頂いているボ
ランティアの皆様に元気になって頂くため年 1 回
実施している研修会です。9 月の予定を 1 月 15 日
に延期し、2 年ぶりに開催しました。
今年度は東戸塚のふたば鍼灸整骨院の指導によ
り、ゴム製チューブを使った「チューブ体操」を
行いました。会場の人数制限から活動委員のみの出席でしたが、収録した動画を活用して参加できなかったボラ
ンティアの皆様にも活用いただく予定です。

秋葉町の秋葉第一公園で大手スーパーの協力により週に
1 回、土曜午後に移動販売が始まりました。
昨年 5 月に本紙 17 号でお伝えした「住みよい、魅力あ
る地域づくりに向けてアンケート」
（秋葉町）で「高台エリ
ア」における「買物が不便」
「交通の便が悪い」などの声が
多く寄せられたことをうけ、秋葉町内会では昨年 6 月「買物・交通改善プロジェクトチーム」を発足させ、毎月会合
を重ねるなどして準備をすすめてきました。昨年 12 月に「試験販売」を 4 回実施し、この結果が良かったため 1 月
22 日から本格運用を開始しました。2 月から毎週土曜

15:20～15:50 の 30 分間実施しています。

なお、この事業に対する戸塚区社会福祉協議会のフレンズ助成金で軽量の長机を 12 台購入、6 台を第一公園で活用
し、残り 6 台は今後戸塚台エリアでの活用を計画しています。

（一部「秋葉町ニュース」より引用）

エコ活動委員会が推進している「環境に良い植物」サンパチェンスの栽培
が、今年も秋葉・前田の両町内会館前とグランドメゾンの堂屋敷公園、そし
て「サンパチェンス通り」
（秋葉台公園近くの田中前連合町内会長宅前付近
＝写真）で始まりました。
サンパチェンスは横浜の種苗会社「サカタのタネ」が開発した「環境によい植物」
（以下同社ホームページから抜粋）
「二酸化炭素吸収能力が従来の園芸植物比 4～6 倍、二酸化窒素 5～8 倍、ホルムアルデヒド 3～4 倍。さらに夏の高温時での「打ち
水」効果による気温降下能力も認められ、環境浄化、ヒートアイランド現象の緩和まで期待できる。
」

令和４年度の川上地区社会福祉協議会と川上地区連合町内会と合同の総会は本年度も新型コロナウイルス感染防止
のため書面で実施し、４月１７日に開票・集計したところ、投票数５２票の総数賛成により事業報告・決算、事業計
画・予算が承認されました【監査報告】令和３年度決算は３月３１日 吉村和昭、辻田堅次郎両会計監査より「公正・
正確」との監査報告をいただきました。事業計画・予算策定にあたっては、感染防止を徹底した上で各事業を再開で
きるものとして計画・立案しました。一日も早く日常が取り戻せることを期待しましょう。

令和４年度事業計画【定期的事業】■若葉会：6 回■

コーポ東戸塚自治会前会長）

ふれあいサロンひまわり９回■手話教室１０回■子育て
サークル「ぶらんこ」１１回■リハサロン１０回■活動
委員会６回（内３回は他行事と併催）

令和４年度予算（括弧内は前年度）

(以下 単位：円)

【収入の部】 会費 723,200(738,240) 交付金 302,000

【主要事業】■社会を明るくする運動川上地区の集い

(356,000) 参加者負担金 120,000 (120,000) 雑収入 0(1) 繰

7 月 17 日（秋葉町内会館）■ボランティアティア全体会

越金 298,455(371,999) 合計 1,443,655(1,586,240)

9 月 17 日（前田町町内会館）■男の料理教室 11 月 19 日

【支出の部】 会議費 5,000(20,000)会館使用料

（秋葉町内会館）■福祉活動発表会 3 月 18 日（秋葉町内

10,000(10,000) 事務費 391,000(361,000) 事業費

会館）■かわかみ社協ニュース発行５月、１１月

812,000(916,000) 区会費 220,800(224,560)、予備費

（感染防止等のため、延期ないしは中止される場合は町

4,855(54,680) 合計 1,443,655(1,586,240)【事業費内訳】地区

内会・自治会の掲示板等でお知らせします）

事業費 622,000(726,000)、福祉団体助成費 190,000(190,000)

川上地区社会福祉協議会 役員【会長】加藤光彦（留

同「ふれあいサロンひまわり」分※

任）
【理事・副会長】髙嶋威男（前田町町内会会長）（留

【収入の部】 交付金 60,000(60,000) 参加者負担金 42,000

任）
【理事】有賀 勉（留任）
（秋葉町内会会長）
【理事】

(42,000) 地区社協「ひまわり助成金 80,000 (80,000) 雑収入

小池孝彦（留任）
（前田ハイツ自治会会長）
【理事】中村

0(3) 繰越金 19,183(5,927) 合計 201,183(187,930)

ひかる（新任）
（グリーンコーポ東戸塚自治会会長）【理

【支出の部】 事業費 201,183(187,930) 【内訳】助成対象

事】澤田雄一（新任）
（グランドメゾン東戸塚自治会会長）

50,000(60,000)、助成対象外 151,183(127,930) 合計

【事務局長】森 範子(留任)【会計】富奥 幸（新任）松

201,183(187,930) ※戸塚区社会福祉協議会「ふれあい助成金」

本信子（新任）
【会計監査】佐伯泰彦（新任）（グランド

対象事業のため本会計とは別に予算編成しています。

メゾン東戸塚自治会前会長）田村勇太（新任）
（グリーン

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。コロナ禍で中止が続いていましたが５月２０日から感染対策を徹底して再開します。
事前申込不要ですので直接会場へお越し下さい。参加費 300 円＋催しにより材料費等実費。当面は軽食のご提
供に代え茶菓をお持ち帰りいただきますことをご了承下さい。
※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中止や実施方法の変更があります。中止の場合は
町内会・自治会の掲示板等でお知らせします。

開催日時

(曜) 時間

開催場所

開催日時

(曜) 時間

開催場所

5 月 20 日

(金)10:00～

秋葉町内会館

9 月 16 日

(金)10:00～

秋葉町内会館

6 月 17 日

(金)10:00～

前田町町内会館

10 月 21 日

(金)10:00～

前田町町内会館

7 月 15 日

(金)10:00～

秋葉町内会館

11 月 18 日

(金)10:00～

秋葉町内会館

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。
（写真は新型コロナウイルス感染拡大前に撮影）
開催日程：下記 10:00～11:30（8 月は休み）参加費無料

活動の様子は

のブログで↓

※新型コロナウイルス感染防止のため事前申込みが必要です。
中止・変更等は町内会・自治会の掲示板でお知らせします。
連絡先：主任児童委員・手塚睦子, 中村紀子

ご連絡・ご予約はメールで !

kawakamichiku_shunin0815@yahoo.co.jp

（← メールアドレス→）

開催日時

開催場所

開催日時

(曜) 時間

開催場所

5 月 23 日 (月)10:00～

秋葉町内会館

9 月 26 日

(月)10:00～

秋葉町内会館

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

7 月 11 日 (月)10:00～

秋葉町内会館

11 月 21 日

(月)10:00～

秋葉町内会館

(曜) 時間

