
保土ケ谷中地区社会福祉協議会 

  会長 山﨑 滋 

保土ケ谷中地区社会福祉協議会の

総会が行われました。来賓として、保土ケ谷区副区

長斉藤様、区社会福祉協議会事務局長知久様、岩崎

ケアプラザ所長町田様をはじめ、担当職員の方が出

席して下さいました。中地区の根本事務局長の司会

で議事の審議に入り、原案通り承認されたことをご

報告いたします。 

平成 29年度は第 3期（平成 28年～32年）「保土

ケ谷区ほっとなまちづくり（地域福祉保健計画）」

も 2年目に入ります。中地区連合自治会、社会福祉

協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員と連携

の諸々の計画を着実に一つ一つ推進して参りたい

と存じます。 

 先ずは保土ケ谷二丁目自治会館で「ふらっと立ち

寄れる居場所」を行います。笑顔で声を掛け合い、

ご近所同士の「思いやり、支えあえるまち、元気あ

るまち」を皆さんで進めていきましょう。 

 保土ケ谷町自治会も「居場所づくり」を検討して

います。素晴らしいアイディアをお待ちしていま

す。 

 これからも「誰もが暮らしやすい地域づくり」を

皆さんで進めましょう。皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

地区社協だより 

平成 2９年度 保土ケ谷中地区社会福祉協議会総会報告 

        
役 職 氏  名 所属自治会・職名 

会長 山﨑 滋 区社協会長 

副会長 左近 徹 保 2 会長・連合会長 

副会長 石井 透 元町会長 

副会長 内藤 好夫 保 1 会長 

事務局長 根本 和治 元町副会長・青指 

会計 左近 芳子 保 2・民生 

監事 太田 正夫 保 1・民生 

監事 富田 信子 元町・民生 

理事代表 吉川 明 老人会会長 

科目 28 年度決算 29 年度予算 

収
入
の
部

市社協補助金 50,000 50,000 

区社協補助金 230,000 230,000 

その他補助金/助成金 34,500 34,500 

区社協費還元金 216,000 216,000 

前年度繰越金 132,425 196,746 

預金利子 2 0 

合計 662,927 727,246 

支
出
の
部

事業費 183,838 200,000 

広報*研修*調査費 139,803 160,000 

事務費 26,000 26,000 

会議費 21,540 50,000 

助成金 90,000 180,000 

会費 5,000 5,000 

予備費 0 106,246 

次年度繰越金 196,746 0 

合計 662,927 727,246 

葵の会 

（年10回） 

一二三会 

(年6回） 

あじさいの会 

（毎月2回） 

健康づくり教室 

(年間活動） 

子育てサロン 

(年10回） 

広報誌 

(年2回発行） 

ボランティア活動 

(不定期） 



平成 29年度活動予定 

団体名 開催日 時間 会場 事業内容 問い合わせ 

葵の会 

毎月 

最終週水曜日 

(８月は休み) 

10 時～ 

11 時 30 分 
初音が丘地区センター等 

高齢者の方向けの 

ミニデイサービス*初音

が丘小学校 3 年生と

の交流(年 3 回） 

季節のイベントなど 

民生委員・児童委員 

★太田正夫

045-711-2088

★富田信子

045-333-4747

一二三会 年 6 回 

食事会 

１１時３０分～/

茶話会 

１３時～ 

保土ケ谷 1 丁目自治会館 

保土ケ谷 2 丁目自治会館 

元町自治会館 

高齢者の方とのふれ

あいお食事会と茶話

会 

あじさいの会 
毎月 第 1/ 

第 3 火曜日 
午前中 利用者のご自宅へお届け 

高齢者の方(65 歳以

上)対象の見守り訪問

と配食サービス 

健康教室 

（4月～7月は終了） 

9/12 13 時 初音が丘地区センター ダンベル体操 吉川明 

045-741-298010/10 10 時 未定 歩こう会 

11/14 未定 未定 歩こう会 

2/13 13 時 初音が丘地区センター ダンベル体操 

3/13 9 時 初音が丘地区センター 料理教室 

子育てサロン 

『シュークリーム』 

毎月第 2 火曜

日(8月・1月休

み） 

10 時 30 分～

12 時 
初音が丘小スタジオ 

未就園児と保護者向け

の子育てサロン 

工作・手遊び* 

季節のイベントなど

主任児童委員 

保田順子 

045-741-6346

青少年指導員・スポーツ推進員による歩こう会 

（鎌倉文学館） 

葵の会（こども植物園）

子育てサロン 

新聞遊び 

コーヒーカップにフラワーアレンジメント

スイカ割を楽しもう！！



リレートーク

民生委員・児童委員  塚本 ひろみ 

7月から民生委員に就任いたしました。 

高齢化社会が進むにつれて、都会では近隣関係の希薄さが浮き彫りになっていま

す。この希薄な関係を濃密な楽しい関係になれるように橋渡しのお手伝いができれ

ばと思っております。ご協力のほど、よろしくお願い致します。 

主任児童委員  保田 順子 

 この度、主任児童委員を委嘱されました。 

出会いの縁を大切に、人の輪が広がるよう『子育て世代』を応援したいと思って

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

6月 30日（金）に委嘱を受けられた民生委員・児童委員さんと主任児童委員さんをご紹介いたします。 

初音が丘小学校の特色と地域へ期待すること 

初音が丘小学校  校長 松井 克夫 

日頃から地域の皆様には、初音が丘小学校の教育活動へのご支援とご協力をいただきまして深く感謝

申し上げます。本校では、心を豊かにする人間関係づくりを大切にする教育活動を中心に据え、規律正

しく、ひとり一人が大事にされる教育活動を推進しています。 

地域へ期待することですが、地域の教育力の回復です。以前は子どもが近所でよく遊び、どこにもガ

キ大将が存在し、子どもと接する大人がたくさん居て、何処の子どもでも、よく可愛がったり悪いこと

をすると叱ったりしたものでした。社会上の大人が、共通項として子どもを育てる風土があったように

思います。「子どもは社会の宝」と胸を張って言える地域や社会でいてほしいと願っています。



 

 

 

 

 

様々な世代が、ふらっと立ち寄れる居場所づくりを開催しました！！ 

        誰でも、ふらっと気軽に立ち寄り、お茶を飲みながら交流の場を広げ、 

地域の『絆』を深めましょう！！ 

場 所：保土ケ谷二丁目自治会館 

                        開催日：毎月 10日と 20日 

                        時 間：午前 10時～11時 30分 

★お好きな時間にどうぞ 

                           参加費：100円 

                      多数の参加をお待ちしています！！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:編集後記： 

今回“リレートーク”を岩崎小に続いて、初音小の松井校長先生にお願いしました。また、年度途中からではありますが、

民生委員・児童委員、主任児童委員が決まりました。どうぞよろしくお願い致します。 

話は変わり、昔、軒下に置かれた縁台に 4～5人集まれば“おしんこ”をつまみながら“縁台雑話”に花が咲いていました。

その現代版と言うべき「ふらっと立ち寄れる場所」が二丁目自治会館で始まりました。〝話の輪〟を広げて、地域の方々と

の交流をより一層深めたいと思います。 

 私達も地域の皆様と手を携えて“情報誌”づくりに励みます。残暑厳しき折、皆様ご自愛ください。《吉》 

【編集委員】根本和治、石井 透、左近 徹、太田正夫、内藤好夫、根本道枝、蛯子真由美、村上晶子、吉川 明 
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