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 9月 16日 楽しい“敬老のつどい”は、主催者 

細田会長の挨拶、来賓代表の星﨑区長から祝辞

を戴いて開幕しました。 

最初は横浜栄高校のチアリーディングクラブ

の会場いっぱいに飛び交う演技で会場に若さが

溢れました。チアリーディングと言えば女子の

美しくしなやかな演技ですが、古くは男子が始

まりでした。ハーバード大学のチアリーディング部

にはルーズベルト米大統領の学生姿があります。 

続いてエル・シェロが軽妙に奏でる中南米の

民族音楽に癒されました。幕間に振り込め詐欺

寸劇を見て、フィナーレは本郷中学校吹奏楽部

の伝統の磨き抜かれた調べに満場が幸せに魅せ

られたひと時でした。 

 

 

響きわたる若さ 
チアリーディング 
    と 吹奏楽 

敬老のつどい 
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10月 19日桂台中学校体育館にて、第 25回ふ

れあい運動会が実施されました。 

当日は朝方までの雨にて、グラウンドが使え

ず、体育館での実施となりました。 

栄区内の各種団体等が協力し企画運営して、

障害のある人、ない人との交流活動を行い「と

もに生きる社会」の実現を図る「栄区障害者ふ

れあい交流事業」の一環として実施しているも

のです。 

その中心的なボランティアとして、第1回から区

内の中学生に参加してもらっています。 

今年の参加申込者は、ボランティア含めて、

約 500 名、このうち中学生は約 100 名でした。 

体育館にて、お互いに身体がぶつかり合うく

らいの状況で、グラウンドでは味わえない雰囲

気があり、最後の運動会は青空の下では出来ま

せんでしたが、楽しい時間を過ごすことが出来

たかと思います。 

グラウンドを使っての運動会は、今回の 25

回で終了になりますが、来年度以降も障害者と

中学生等との「ふれあい交流事業」については、

形態を変えて継続の方向で検討をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）               ふ れ あ い 通 信  62 号      令和元年 12 月 6 日  

第 25回 さかえ・ふれあい運動会 

 

連合福祉講座「認知症」を理解しよう  

10月６日に桂台の朋ホールにて、「さいわいク

リニック」院長の杉山孝博先生をお招きし「認知

症」を理解しようをテーマに、第 3期本郷中央地

区支えあい連絡会と上郷西地区つながるプラン

推進会議の共催による福祉講座が開催されまし

た。参加者は約 200名ほどで、会場からあふれそ

うでした。 

          

 

 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らすた

めに 

1． ボケても心は生きている 

2． 認知症をよく理解するための 

9大法則・1原則 

3． 一人暮らしの認知症の地域ケア 

4． 認知症の予防 

と順を追って実例を交えながらわかりやすくお

話を伺いました。家族の皆さんの苦しみや悩みも

知ることが出来ました。ボケても心は生きている

とのお話しと認知症を理解するための 9大法則・

1 原則で認知症に対する理解が深まり、これから

は認知症の方や家族の方に対しての接し方も変

わっていけると感じました。   

 講演に参加された皆様より頂いたアンケート

からも大満足して頂けた様子が見えました。  



 

★個人賛助会員（敬称略） 

青木 功  青山 翔一  浅井 孝泰  阿部 惠子  天野 博  新 敏夫 

安藤 孝子  稲田 昭  池田 早苗  石井 和雄  石黒  裕  石黒 喜代子 

石島 孝志  石塚 淳  井出 浩  稲富 龍男  岩崎 久美  岩﨑 順子 

岩見 祐子  植本 美春  上山 由美子  内田 恭子  宇野澤 八平  浦田 隆 

江口 正芳  大塩 東百一  大塚 亨  大野 省治  大橋 美根生  大瀬良 昇 

長田 智子  小澤 康男  小野 須美子  折田 藍子  風間 淑子  加藤 秀子 

金子 勝  金子 洋子  金光 和子  上霜 敏宏  川嶋 清  金子 忠之 

川田 康子  川又 倫子  神野 みち子  黄川 平  菊池 康夫  城戸 謙治 

木幡 健  木村 信幸  木村 知恵子  草彅 和意  久保田 正江  粂川 賢二 

栗山 園枝  黒川 哲明  小泉 利一  今部 宏  佐々木キヨイ  佐藤 光臣 

佐野 勝彦  佐野 照子  澤田 家光  澤田 洋子  式田 正利  柴田 健太郎 

嶋崎 誠一  城石 妙子  白水 嘉子  鈴木 昭治  鈴木 一美  鈴木 邦彦 

鈴木 眞一  鈴木 充  清野 孝子  髙田 良活  高野 桂子  高橋 豊 

高松 知光  田川 フミ子  田窪 敏子  田口 いしえ  武井 妙子  武田 賢児 

武田 敦子  竹谷 康生  田澤 千鶴  田中 宣子  谷 朋子  田野 環 

田野井千香子  玉川 功  玉川 賀洋子  角田 晃孝  寺澤 加代  天明 清美 

中川 弘  中川 寛子  中田 慶明  中田 幸子  中田 恒夫  中村 幸二 

中村 昌夫  長瀬 淳子  永田 明子  長沼 勲  長沼 喜美子  長沼 辰子 

長沼 鶴吉  長沼 優子  奈良場 繁  西島 英生  西原 恵子  布 のりこ 

橋本 哲芳  長谷 芳江  長谷川 和子  長谷川 純子  長谷川 利昭  長谷川 信夫 

原 恒雄  馬場 道江  伴 光子  深井 千穂子  福原 功  藤井 伸子 

藤田 五郎  藤田 みちる  藤森 裕子  星 明男  保住 陸男  細田  利明 

前田 正明  松室 好晃  見上 秀雄  水沼 志郎  三村 薫  宮原 恒俊 

森川 正義  八ッ橋 恒男  八ッ橋マリ子  山井 俊昭  山崎 正幸  山崎 正之 

山田 守   山野 真純  横瀬 孝子  吉田 廸矩  吉田 恵子  吉野 三重子 

萬矢 和恵  若狭 章子  渡邉 京子  渡邊 八重子  匿名 2名   

★法人及び団体賛助会員（敬称略） 

桂台地域ケアプラザ  桂台げんき食堂  グリーンローズ 419  クロスハート栄・横浜   

げんき広場  こだちの会  湘南桂台自治会  湘南ハイツ自治会   

フローラ桂台自治会  本郷パン  リハビリポート横浜  横浜桂台郵便局   

ライフコートさかえ  ユタカ電器商会  横浜農業協同組合  本郷中央地区町ぐるみ健康づくり運営委員会 

令和元年 11月 2 日現在、172 名の方々から 総額 326,000 円のご厚志を頂きました。感謝致します。 

 

 

 

令和元年 12 月 6 日        ふ れ あ い 通 信  62 号          (3) 

本郷中央地区社会福祉協議会へのご支援ご協力ありがとうございました。 

特志賛助会員随時募集中 

福祉の充実を図るため、皆様のご支援ご協力を必要としております。どうぞ当社会福祉協議会の趣旨を 

ご理解頂き、一人でも多くの皆様に特志賛助会員にご加入頂きたくお願いいたします。 

◇賛助会員（年会費）1口 1,000円より、ご連絡いただいた方には、本協議会役員および民生委員などの

関係者が集金にお伺いいたします。詳しくはお問合せください。 事務局 折田藍子 ☎（512）1502 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュカードと言われたらサギ！！ 
 

(4)               ふ れ あ い 通 信   62 号      令和元年 12月 6 日 

地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害

のある人など誰もが地域で安心して暮らせ

るよう、身近な福祉・保健の拠点としてさま

ざまな取組を行っており、栄区では 6カ所、

市内には現在で 138ヶ所ケアプラザがありま

す。 

地域ケアプラザは横浜市独自の施設で他

市などにはありません。地域の皆様が歩いて

行ける距離（中学校区に１カ所程度）に地域

ケアプラザはあります。 

 地域ケアプラザの役割ですが、 

●地域包括支援センター 

「入院したけど退院後の生活が不安」、「介

護保険はどう使うの」、「私が亡くなったら子

どもたちはどうしよう」、「変な電話が来たけ

どどうしよう」など福祉全般に関して疑問に

思ったらすぐにご相談してください。専門の

資格を持った職員がお話を伺います。 

●地域活動交流事業 

「サークルを立ち上げたけど活動場所が

ない」、「踊りの会などあれば参加したい」、「

ボランティアをやってみたい」、「趣味の講座

とかないかな」などあればご相談ください。 

 

●生活支援体制整備事業 

「こんな集まりがあったらいいな」、「ちょっ

と家のこと助けてほしいな」などお困りごとが

あればご相談ください。皆様と一緒に実現に向

けて考えます。地域の互助を高め、住民主体の

サービスが活性化されるよう、地域全体で高齢

者の生活を支える体制づくりを進める事業です。 

 その他として居宅介護支援（ケアマネージャー

によるケアプランの作成）や通所介護（無い地域

ケアプラザもあります）があります。 

皆様の近くに地域ケアプラザはあります。ど

んな小さなことでも構いません、お気軽にお声

掛けください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 原 稿 募 集 ★ 

  当地区社協広報部会では、地域の皆さんから

の福祉の向上に関するものや福祉に関係する

団体の活動についてなど諸々の話題・意見など

お待ちしております。 

  本紙は３月、７月、１１月にそれぞれ発行予

定ですので、いずれの場合も発行予定の前月末

までに、下記の事務局までお寄せください。 

本郷中央地区社会福祉協議会 

       事務局 折田 藍子 

       ☎（５１２）１５０２ 

 

 
編集委員 

  竹谷 康生、折田 藍子、青木  功、 

  長沼  勲、木村知恵子、西原 恵子 

 

小菅ケ谷地域ケアプラザ 

所長 蒲生(がもう) 清孝 

 

 

 


