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民生委員・児童委員を退任して
新桜ヶ丘地区民生委員・児童委員協議会
前会長 神戸 恭子
民生委員を引き受けたばかりの頃、高齢者のお宅を訪問すると
「まだ民生委員の世話にならない」「あなたたちは人の世話をする
のが当然でしょう」など冷たくあしらわれたことが思い出されます。
しかし日々を重ねる毎にだんだん打ち解けてくださる様になりました。
平成２０年、保土ケ谷西部地区社協から分割され新桜ヶ丘地区社協になってからは福
祉活動がずいぶん活発になり、「よつ葉会」「おもちゃばこ」「ふれあい昼食会」「あんし
ん訪問」
「防災拠点民生班」等にお手伝いさせていただきました。新桜ヶ丘地区では住み
よい街にするため、多くのボランティアが活発に活動してくださっています。
これまでの２２年間、数多くの皆様方には大変お世話になり心から感謝申し上げます。
私自身も良い経験をさせていただきました。これからも微力ながら協力させて頂きたい
と思うこの頃です。

社会福祉協議会の活動に参加して
新桜ヶ丘住宅自治会長 三部 勝治
昨年３月の新桜ヶ丘地区社協の会議に初め
て参加した時は、大勢の人がいて、すごいとこ
ろに来たものだとびっくり！また連合自治会
では、知っている人は誰もいなくて、しかも住
宅自治会が会計係と告げられ、またまたびっく
り。幸い副会長が手伝うと言ってくれたので安
心しましたが、住宅自治会の代表として来てい
るからには、頑張ってなんでもやらねばと思い

新桜ヶ丘２丁目自治会長
鶴岡 照三
自治会長を仰せつかってから、今年で２年目を
迎えます。「社協」の各団体の皆さんに接する度
に、ボランティア？奉仕？そのようなことはとん
と介せず「やりたいからやってるんです」の心意
気を感じているのは私だけでしょうか？
毎年行われている「新春地域交流のつどい」で
は、４０以上の団体がその活動内容を発表し親交
を深めていますが、その中核を占めているのが社

ました。
その後、桜まつり・入学式・盆踊り・お祭り・
卒業式等月日のたつのが早いものでもうすぐ
１年。やっとわかりかけてきた自分の役目も終
わりに近づいてきました。良い友達に恵まれて
感謝しています。皆様には大変お世話になり、
良い勉強ができたと思います。残りもわずかに
なりましたが頑張ります。ありがとうございま
した。

協関連と見受けました。子供たちの成長を見守
り、お年寄りの心身を労り、お互い健康を維持し、
防犯・減災にも傾倒し、誰もが安全安心して暮ら
せる町つくりを目指し、日夜奮闘を続けておられ
る皆さんに頭が下がります。
これからも、先頭に立たれる社協の皆さんが意
気軒昴に活動される事を祈っております。
（２-３面に続く）

社会福祉協議会の活動に参加して
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藤塚小 4 年 2 組の児童と今井地域ケアプラザとで一年間を通し
地域福祉の理解を目的として連携事業を実施しました。デイサー
ビスの利用者との関係作りから始まりふれあいの中から利用者に
喜んでもらえるものを探して「金太郎」を影絵で披露することに
なりました。影絵で使用する切り絵の指導をケアプラザ職員や地
域の方から受けました。影絵劇の構成からセリフ、挿入歌等も児
童が考え楽しい金太郎が完成しました。2 月に再度ケアプラザを
訪問し利用者の方々に発表しました。児童が交流を通じて仕上げ
ていった演目であり利用者も一緒に口ずさむ楽しいお披露目会と
なりました。児童がこの事業を通じて福祉を知るきっかけになれ

ヴィルヌーブ自治会長

江口

辰男

昨年４月に自治会長として新桜ヶ丘地区社協の
役員となり、その活動内容の多種多様さを知り本

田植え・もちつき

岸
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社協の目指すものは「地域の方々がお互いに支えあ
い楽しく暮らすこと」。社協の活動は「自治会・民生委

当に驚きました。藤塚小学校の児童の登下校を見
守る「朝ボラ」
。学校内の花壇を手入れする「花ボ

員やボランティア達が、持ち味を生かした得意分野で

ラ」
。また「ふじっ子ホットプラス」では、田植え

新桜ヶ丘地区社協で活動を始めて今年で早９年目を
迎えます。初めの頃は社協活動がわからず先輩方に教

から稲刈り・餅つき等、子ども達に体験を通した

元気に活動し、地域の方々へのお手伝いをすること」
。

学習を支援したり、その他にも色々なボランティ
アグループが子ども達の成長を見守っています。

えを請いながらの会計担当でした。この間に感じたこ

一方、一人暮らしのお年寄りの方には、あんしん

確保です。共同募金・賛助会費等の活動を広める努力
をしていかないと、この先福祉は成り立たなくなると

訪問して話し相手になったり、またふれあい昼食

ば幸いです。

新桜ヶ丘ハイツ自治会長

とは、福祉活動を行う上で大事なことの一つが財源の

会を開催したり、様々な活動を行っています。子
供たちからお年寄りまで皆さんが安心して暮らせ

感じています。

る、それが新桜ヶ丘の町です。各ボランティアの

まち新桜ケ丘」を合い言葉に安心安全のまちづくりに
頑張りたいと思います。今年は自治会長も兼任しなが

皆様に感謝しております。

これからも今いる場所で「いつまでも住み続けたい

らの超多忙な１年でした。
ケアプラで影絵
ケアプラで影絵

～ハワイアンなひと時～
稲ボラの協力で実施している 5 年の稲作が 3 年目を迎え、今年
は花壇田んぼにもち米を植えました。たくさん実り 12 月に稲ボ
ラ・二丁目自治会有志の方々の協力でもちつきをしました。

お正月遊び

母親ネットワークでは、毎年開催する子育てサークル懇談会の中

1/7 今年も新桜ケ丘自治会でお正月あそびの会を開催しました。
獅子舞いや琴とヴァイオリンの合奏に始まり、コマ・カルタ・羽

第 25 回昔あそびのつどい
昨年 11/12 晴れた空のもと藤塚小学校でボランティア
を含む参加者 365 人の笑顔で開催されました。開会式で
は校長先生のお話と名人の演技披露があり、参加者も「私
もやる！」と張り切りました。成果の一部をご紹介いた
します。
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焼き芋大会

副校長先生の回る駒は
手の上に

小さいお子さんの大きなシャボン玉
楽しいひと時でした。沢山の御協力に感謝します。

1/29 第 3 公園(パンダ公園）にて、
「大人も子供もみんな
でホッコリ、焼き芋食べませんか」をキャッチフレーズに、
ハイツ自治会がパンダ公園花の会の協力を得て「焼き芋大会」を
開催。子供たちは大はしゃぎで、駐在所徳永さんと記念写真を撮
ったりして楽しいひと時でした。

で、
「こんな事やってみたい！」と言うお母さんたちの意見から、様々
な講習会を開催しています。 今年度は 11/17 に今井地区センターの
体育館にて「フラダンス教室」を開催しました。講師の佐々木弘乃
先生からフラダンスの歴史やダンス一つ一つの動きには意味がある
事を丁寧に教えて頂き、ハワイのお馴染みのメロディーに先生のフ
ラ衣装のパウスカートが優雅に揺れる
中､参加 23 名のお母さんたちはハワイ
アンなひと時を満喫しました。
また 20 名のボランティアで 26 名のお
子さんの保育をやりました｡

おめでとう！花ボランティア
昨年 12/17 の保土ケ谷社会福祉大会
において表彰を受けました。
藤小花ボランティアは、校内の花壇
の手入れを通じて学校行事に華やかさ
を添え、また不審者が敷地内に入りづ
らい環境づくりの一助となれたら」と平成 17 年から活動を開始し、
今年で 12 年目を迎えました。毎年 6 月と 12 月には、児童・先生・
保護者と一緒になって、校門から玄関まで並べてあるプランターの
植え替えを行っています。また､寄せ植え講習にてボランティアの参
加を広げています。

あんしん訪問研修会
ボランティア
募集中

1/25 新桜ヶ丘住宅自治会

地区社協事務局
fax045-352-4343

集会所にて、25 名参加で研
修会を開催しました。第 1 部は
日本消費生活アドバイザーの原孝雄氏を
講師に「高齢者の消費者被害防止のために

スカイツリーに登りました！

周囲ができる事」。現在、消費者被害は特
殊詐欺と言われ、点検商法・催眠商法・架
空請求等の悪徳商法・おれおれ詐欺などが
あり特に高齢者が狙われています。これを
防ぐには、常日頃から家族間の連携を密に
し、手元に大金（タンス預金)を置かないこ
と、ＡＴＭの利用限度額を下げておくなど
が上げられ、最も大切なことは家の電話を
留守電にしておくことだそうです。
第 2 部は、新桜ヶ丘駐在所の徳永巡査に
「地域における身近な犯罪について」神奈
川県内や保土ケ谷区内で発生した還付金詐
欺などについてお話を伺いました。幸いに
も私たちのまちは事件も少なく住みやすい
ところということが分かり一安心。あんし
ん訪問員の情報交換も行い、とても実のあ
る研修会となりました。

29 年 4 月１日新桜ケ丘自治会館が
｢今井の丘公園 新桜ケ丘集会所｣
として 新たにオープンします！
市民活動にご利用ください。
所 在：新桜ケ丘 1-43-30
（今井の丘公園内）
問合せ：吉田自治会長 090-2645-5616

2012 年オープンした東京スカイツリーに
「まだ登っていない」「のぼりたい」という
声にこたえて、今回の地区社協主催「ふれあ
いバス旅行」はここに決定。昨年 11/25、世
界一高いタワー（634ｍムサシ）に登る期待
感に胸膨らませた参加者 45 名を乗せバスは
出発。途中「セイコウミュージアム」に立ち
寄り、日時計・砂時計から始まる時計の歴史
やコレクションなどの説明を受け今でも操
作すると美しい音色で時を刻む古い機械時
計、懐かしい柱時計にも再会し、「第一ホテ
ル東京」の最上階にあるレストランで昼食。
いよいよスカイツリーです。高速エレベータ
ーで 350ｍまで一気に登ると眼下には高層
ビルが林立し東京らしさを感じました。浅草
寺・隅田川・東京ドームも
箱庭のよう。思い切って展望
回廊 450ｍまで登り、設置し
てあるガラス床に立つと思わ
ず鳥肌。豪華な装飾を張り巡
らせたエレベーターで地上に
足が着いた時には内心ホッと
しました。
念願が叶い嬉しい旅行でした。

中村副会長 090-4072-2422

みんな揃って、ハイチ〜ズ！
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