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1号議案 平成30年度 事業報告 

平成30年度は以下の事業を実施いたしました。 
・敬老の集い：平成30年9月17日(月・祝）  上郷中学校体育館（招待者参加数429名） 

・福祉講座 ：出前講座「認知症について学ぶ」（4月25日）･「健康づくり教室」（4回） 

         講座「小物入れ作り」（12月11日）･食の講座「こんにゃく作り」（2月12日） 

・上郷西地区つながるプラン推進会議：つながるプラン推進会議総会（4月29日）･つながるプラン役員会（5回） 

       事務局会議（5回）･福祉講座「アンガーマネジメント」（9月29日） 

  見守り検討委員会/「障害って何だろう」（10月27日）･「アウトリーチパートナー」研修会（12月10日） 

        ･サロンボランティア交流会 サロンマップ作成（6回） 

  まちの活性化･交流委員会/世代間交流サロン「ぬくもり」開催（第23回～第25回）･実行委員会（毎月1回） 

       ･あいさつ運動（11月～3月） 

      防犯防災委員会/定例会（4回）･防災マップ見直しまち歩き（11月10日･25日）･防犯講座（1月22日） 

        ･防災用品 備品展示（3月3日ぬくもり開催時） 

・その他    ：元気づくりステーション（毎週木曜日 上郷西ヶ谷団地集会所） 

       かみごう☆こどもキラキラフェスタ（11月23日） 

・各種団体への助成・支援 ：11団体 

・地区社協だより発行     ：4回 （第58号～61号全戸配布） 

・上郷西連合町会行事協力 ： 盆踊り大会・ふれあいスポーツ大会・どんど焼きとさわやかスポーツ大会                                         

2号議案 平成30年度 会計報告 単位：円 

           収入の部  

上郷西地区社会福祉協議会会費 471,120 

横浜市社会福祉協議会活動運営費 50,000 

栄区社会福祉協議会地区社協助成金 120,000 

栄区社会福祉協議会福祉推進事業補助金 40,000 

栄区社会福祉協議会賛助会費還元金 73,070 

預金利子 2 

雑収入 75,600 

講座参加者負担金 8,600 

前年度繰越金 191,439 

        合計額 1,029,831 

         支出の部  

事業費 449,845 

調査・広報・研修費 89,470 

事務費・会議費 104,069 

渉外費・備品 27,171 

各種団体助成金 110,000 

栄区社協会費と推進会議協賛金 15,000 

雑費 22,400 

積立金 20,000 

次年度繰越金 191,876 

       合計額 1,029,831 

 2019年度の総会は、5月19日（日）野七里地域ケアプラザ 
で10時から、総会会員52名、出席者46名、委任状出席者4 

名、合計50名で開かれました。 
 塚本会長の挨拶の後、来賓の区社協大竹事務局次長、連合 
町会黒木会長から挨拶をいただき、議長に民生委員の笠井氏 
が、議事録署名人にスタッフの小林氏が選出され議事に入り 
ました。平成30年度事業報告・会計報告、役員・スタッフ候 
補案、2019年度事業計画案・予算案の審議を行い、各審議事 
項はすべて承認されました。 
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4号議案 2019年度 事業計画 

2019年度は以下の事業を実施いたします。 
・敬老の集い     ：2019年9月16日(月・祝）上郷中学校体育館 

・福祉講座      ：身体の講座、食の講座、認知症講座など、全6回（予定） 

・つながるプラン推進会議： 
    上西・本中共催認知症サポート養成講座 （10月6日） 
     「見守り検討委員会」子育て支援への取組、サロン交流会 他 
     「まちの活性化･交流委員会」世代間交流サロン「ぬくもり」開催、全3回・あいさつ運動 

           ・ボッチャ大会 

           「防犯防災委員会」定例会・各自治会町内会の援護者リストの作成・防災マップの作成 

             ・防犯講座 

・元気づくりステーション ：介護予防、健康な生活維持のために（毎週木曜日 西ヶ谷団地） 

・各種団体への助成・支援 ：11団体 

・地区社協だより発行       ： 4回 （第62号～65号全戸配布） 

・上郷西連合町会行事協力 ：盆踊り大会・ふれあいスポーツ大会・どんど焼きとさわやかスポーツ大会 

5号議案 2019年度 予算 単位：円 

           収入の部  

上郷西地区社会福祉協議会会費 475,410 

横浜市社会福祉協議会活動運営費 50,000 

栄区社会福祉協議会地区社協助成金 120,000 

栄区社会福祉協議会福祉推進事業補助金 40,000 

栄区社会福祉協議会賛助会費還元金 76,571 

預金利子 0 

雑収入 30,000 

講座参加者負担金 10,000 

前年度繰越金 191,876 

        合計額 993,857 

         支出の部  

事業費 520,000 

調査・広報・研修費 120,000 

事務費・会議費 110.000 

渉外費 20,000 

備品 0 

各種団体助成金 110,000 

栄区社協会費と推進会議協賛金 15,000 

雑費・積立金 25,000 

予備費 73,857 

       合計額 993,857 

  3号議案  2019年度 役員・スタッフ 

役 職 氏 名 住 所 

会長 塚本 忠志 犬山町 

副会長 原田 玲子   上之町 

副会長 戸澗 弘志 尾月 

事務局長 橋本百合子 亀井町 

会計部長 本田 桂子   尾月 

常任理事 佐藤 雅治   港南台ｺｰﾄﾊｳｽ 

常任理事 斎藤 美緒 亀井町 

常任理事 高城 裕之   港南台ｺｰﾄﾊｳｽ 

会計監査 藤木トミヱ 桂台東 

会計監査 大友 隆行   野七里 

役 職 氏 名 住 所 

事務局スタッフ 小林 弘子 上之町 

 田﨑  信子             上之町 

よろしくお願いします！（役員・スタッフ一同） 
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令和スタート！地域のみなさんが安心して暮らせるまちづくりに取り組みます！ 

  第26回「ぬくもり」が6月16日（日）に桂台地域ケアプラザにて開催されました。今回もみなさんが 
一生懸命に取り組んだ素晴らしい作品が展示されました。食堂ではチーム本田さんによるボリューム 
満点のポークカレーや、保健活動推進員によるミニ健康チェック、フリーマーケット、ボッチャ対抗 
戦と来場者にいっぱい楽しんでいただきました。イベントは「七波夏夫一座」のみなさんによる懐か 
しい歌謡ショーや、バナナの叩き売り等のパフォーマンスに会場は笑い声が溢れ、最後は東京五輪音 
頭の曲にのって炭坑節を踊り、会場いっぱい輪が広がりました。 

 皆さまには日頃から、上郷西地区社会福祉協議会事業にご理解、ご協力を 

賜り厚く御礼申し上げます。お陰様で、平成30年度の事業・行事等もほぼ 

計画通り遂行することができました。感謝申し上げます。 

 去る5月19日に開催されました、「定期総会」ではこれら事業報告、決算 

報告並びに2019年度事業計画案、予算案につきまして代議員の皆さまにご 

審議頂き、ご承認頂きました。本年度は元号も平成から令和になり、新しい 

時代を迎え、私たちも気持ちを新たに「これからも誰もが、この住み慣れた町で安心して暮らせる 

町づくり」を目指して、皆さまと一緒に取り組み、活動していく所存です。今後ともご理解ご支援 

をよろしくお願い申し上げます。本号についてご意見等ありましたらお寄せいただければ幸いで 

す。何卒よろしくお願い申し上げます。尚本年も9月16日には「敬老の集い」を開催いたします、 

内容については現在検討を進めているところです。    

上郷西地区社会福祉協議会 会長 塚本 忠志 

今日のレストランぬくもりのメニューは黒米ご飯 

にポークカレー・キャベツの和え物・わらびもち 

（カレーは私の体型を見て大盛にしてくれました） 

福祉施設「みなみ栄」のみなさんの作品、七夕 

と藤の花を折り紙と色紙をちぎって貼り付け、 

とても可愛く仕上がっていました 決勝は「元気作り」vs「春秋会」、最近2回優勝 

の強豪「春秋会」が3回目の優勝を飾りました 

今日のイベントは「七波夏夫一座」6名のみなさんによる「歌謡ショー・南京玉すだれ・バナナの叩き売り」と多才な芸で会場は爆笑に 

包まれました、最後は「東京五輪音頭」を会場のみなさんと元気に踊りました 

「きみえ＆まゆみ」（実行委員長大森さんとお母 

さん）の作品、色和紙を小さくまるめて貼り付け 

て作りました、カラフルでとても綺麗‼ 
上郷中学校4年生のみなさんの作品、大きな木 

が空に向かって元気に伸びています 
くでん学童のみなさん、今回もぬくっぴーと 

一緒に、楽しく歌い踊ってくれました 



 

 

 5月から6月梅雨入り前は庭木の剪定・草取りで、ちょこボラ活躍の時期です。編者は 
「ちょいサポ尾月」メンバーと尾月で生活支援ボランティアをさせていただいています。 
先日あるお宅に、剪定・草取りの作業に入りました。仕事の途中、お隣の女性お二人か 

ら冷たいお茶と茶菓子をいただき、ちょいボラ作業にお礼の言葉をいただきました。利用者から 
「時々、夕飯のおかずをいただくこともあるの、とても助かっているの」とうかがいました。 
 最近、自助・公助に加え「近助」の大切さが紹介されていますが、この町には普段からお隣との 
素晴らしい絆が築かれていることを感じました。尾月は最近若い家族が増えています。ぜひ、この 
町の良さを引き継いでいただきたいと思っています。「住み慣れた街にいつまでも住み続けたい」 
こんな思いを大切にするため、「ちょいサポ尾月」も頑張りたいと思います。   （記：戸澗） 

 

第63号 ﾍﾟｰｼﾞ4 

編集後記 

 

友人・ご近所お誘いあわせの上、ご参加く 
 ださい。 
 日時：7月17日（水）午後2時～4時 

 主催/場所：湘南グリーン介護老人保健施設  上郷 
 共 催：上郷西地区社会福祉協議会 
 参加費：無料 
 講 師：理学療法士ほか 

 申込み/問合せ： 
 地区社協 本田（893-4193）斎藤（894-4214） 
 湘南グリーン老健 上郷（890-6106） 

お車でのご来場は
ご遠慮ください  

これからの 
催し 

  日 時：9月16日（月・祝）午後2時～4時 
  場 所：上郷中学校体育館  
  内 容：1部 式典  2部 お楽しみ会 
  主 催：上郷西地区社会福祉協議会 
  共 催：上郷西連合町会 

対象者70歳以上の方には後
日、各自治会町内会より招待
状をお届けいたします。 

 

2019年第2回健康づくり教室 

2019年度第1回 『上郷西地区サロンボランティア交流会』を開催しました 

 5月31日（金）野七里地域ケアプラザにて「上郷西地区サロンボランティア交流会が開催されまし 
た。「上郷西サロンマップ」に紹介されているサロンのメンバーと近隣各所のケアマネージャーが一 
堂に会し（サロン･社協から20名、ケアマネージャー13名、中野･野七里地域ケアプラザから5名が参 
加）野七里地域ケアプラザ城戸新所長からケアマネジャーの仕事説明、サロンとケアマネジャーが連 
携した事例の話がありました。 
 そのあと参加者は5グループに 
分かれ、介護サービスを受けな 
がら「住み慣れた環境で生活を 
続けていける」ためにサロンが 
できる役割などについて、お互 
いの活動で聞きたいことを情報 
交換しました。 新所長城戸さんと前所長小林さん 参加者のみなさん 

 恒例の出前講座を6月7日（金）開催、今回は尾月で開催されているサロン「あおば」にお邪魔し 

ました。テーマは「認知症の受け止め方・支え方」です。DVD「認知症に向き合う」を視聴し、続 

いて若年性アルツハイマーの夫と孤立介護を乗り越えた、渡辺久江さんの10年間の介護の体験を 

伺いました。介護の大変さもありますが受け止め方・支え方のヒントがたくさんありました。 

 アンケートに認知症の予防について取り上げてほしいとありま 

した。各ケアプラザなどでも様々な取り組みを紹介しています。 

地区社協では予防を目的とした健康づくり体操を湘南グリーン老 

健上郷と共催で年4回開催しております。社協だよりで案内してま 

すので是非ご参加ください。また不安に感じることがあったら、 

近くのケアプラザが親身に相談にのって下さいます。介護者が孤 

立しないこと、当事者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続け 

るには、地域の理解者が支えとなります。正しい理解をしていた 

だくためにこれからも出前講座を開催します。 （記 原田） 講師の渡辺久江さん 


