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1号議案 2019年度 事業報告 

2019年度は以下の事業を実施いたしました。 
・敬老の集い：2019年9月16日  上郷中学校体育館（招待者参加数387名） 

・福祉講座 ：出前講座「認知症の受け止め方、支え方」（6月7日）･「健康づくり教室」･共催（全4回） 

         講座「ハーバリウム作り」（12月3日）･食の講座「こんにゃく作り」（2月19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27日）･つながるプラン役員会（3回） 

       事務局会議（6回）･福祉講座「認知症を理解しよう」本郷中央地区と共催（10月6日） 

  見守り検討委員会（3回）･子育て支援講演会「子育て支援の現状」（7月12日）･子育て支援アンケート 

       作成会議（2回）･サロンボランティア交流会コア会議（3回）･サロンボランティア交流会 

      （2回）･上西お出かけプロジェクトコア会議（7回）･上西お出かけプロジェクト会議（2回） 

  まちの活性化･交流委員会（2回）･ぬくもり実行委員会（毎月1回）･世代間交流サロン「ぬくもり」開催 

      （第26回･第27回･第28回中止）･あいさつ運動（毎月1週間） 

      防犯防災委員会･定例会（5回）･防災マップ見直しまち歩き「最終確認」（9月27日） 

       防災マップ作成全戸配布 ･要援護者支援者交流会（1月19日） 

・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62号～65号全戸配布） 

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

2号議案 2019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 472,810 

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 2 

雑収入 67,600 

講座参加者負担金 14,400 

前年度繰越金 191,876 

        合計額 1,033,259 

         支出の部  

事業費 466,711 

調査・広報・研修費 101,976 

事務費・会議費 85,404 

渉外費・備品 4,000 

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 0 

積立金 20,000 

次年度繰越金 230,168 

       合計額 1,033,259 

 2020年度の理事会、総会は、5月10日（日）と17日（日）にそれぞれ予定されまし 
たが、新型コロナウィルス感染拡大により出席者への感染を防ぐため、議案書をお配 
りし確認をいただく書面総会という形をとらさせていただきました。理事、総会会 
員代表のみなさまのご協力で、議案はすべて過半数以上の賛成をいただき可決されま 
した。下記の通りご報告をいたします。（4号議案:事業計画と5号議案:予算につきまし 
ては、その後事態の長期化により、中止が余儀なくされている事業がありますことを 
ご了解ください） 



今年の新メンバーです。 

上郷西地区の皆さまの 

ご協力を得ながら頑張 

りますので、どうぞよろ 

しくお願いいたします。 
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4号議案 2020年度 事業計画 

2020年度は以下の事業を実施いたします。 
・敬老の集い     ：2020年9月21日(月・祝）上郷中学校体育館 －中止と決定しました 

・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： 
  「見守り検討委員会」子育て支援への取組、サロンボランティア交流会、上西お出かけプロ 
            ジェクト 
    「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－中止と決定しました 

            あいさつ運動 

      「防犯防災委員会」定例会・各自治会町内会の援護者支援、防犯講座 

・かみごうこども☆キラキラフェスタ（11月） 

・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66号～69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 2020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 473,330 

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 40,000 

預金利子 2 

雑収入 40,000 

講座参加者負担金 10,000 

前年度繰越金 230,168 

        合計額 1,003,500 

         支出の部  

事業費 520,000 

調査・広報・研修費 120,000 

事務費・会議費 130.000 

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 63,500 

       合計額 1,003,500 

  3号議案  2020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 三原 一郎   尾月 

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 高城 裕之  港南台ｺｰﾄﾊｳｽ 

常任理事 小林 博行 上之町 

常任理事 秋山 和男   尾月 

常任理事 若森喜一郎 野七里 

常任理事 渡邉 晶   犬山町 

役 職 氏 名 住 所 

常任理事 喜多 智枝 亀井町 

会計監査 藤木トミヱ 桂台東 

会計監査 大友 隆行 野七里 

事務局スタッフ 斎藤 美緒 亀井町 

事務局スタッフ 大畑佐紀子             尾月 
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   2020年度 敬老の集い中止のご案内    上郷西地区社会福祉協議会会長 塚本 忠志                                                  
  
 日頃は社会福祉協議会にご支援・ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 毎年恒例となっておりました、9月の「敬老の日」に開催してまいりました≪敬老の集い≫は、 

「新型コロナウィルス感染防止」の観点から誠に残念ですが“本年は中止”とさせていただきま 

す。毎年地域の皆さまが元気をいただいていた、上郷中学校の吹奏楽部や上郷小学校の特別合唱や 

ソーラン等、お呼びいただける状況でなく、楽しみにされていた皆さまには申し訳なく思っており 

ます。早く「新型コロナウィルス」が終息されますよう社協役員一同祈っております。 

   栄区社会福祉協議会“賛助会費”制度変更のご案内 

   ☆今年後半に策定する「第4期福祉保健計画」について☆ 

 従来の賛助会費の仕組みは、収められた賛助会費は「50％を区社会福祉協議会」「残り50％は地 

区社会福祉協議会に還元」されていました。令和2年4月からは「地区社会福祉協議会」が集めた賛 

助会費は、100％が地区社会福祉協議会にて活用できるため、地域福祉財源として有効活用が可能に 

なりました。ただし、栄区社会福祉協議会に直接賛助会費を振り込みますと、100％区社会福祉協議 

会の財源になり地区社会福祉協議会には還元されません。ぜひ、上郷西地区の福祉強化の財源とし 

て「賛助会費」は地区社会福祉協議会にご協力頂きますようお願い申し上げます。皆さまからお預 

かりいたしました「賛助会費」は主に下記のような福祉活動に活用させていただきます。 

 1. 上郷西地区の“高齢者の見守り活動”に活用   2.  各サロン活動への支援 

 3.  福祉講座開催への活用              4.  子育て支援の取り組み 

その他福祉活動は広範囲な活動になるため、ぜひ賛助会費にご協力下さい。 

                                                         上郷西地区社会福祉協議会    会長 塚本 忠志 

～栄区の目標と上郷西地区における課題です～ 

   第4期 
  

福祉保健計画栄区の目標 上郷西地区におけるこれからの課題 

目標１   誰もが身近な地域でいきいき 

  暮らせるまち  

 子育て支援及び高齢者の外出支援への取り組み 
子どもの居場所づくりの取り組み 
地域の健康づくりの推進（健康長寿） 

   新たな担い手の発掘  

目標２   お互いさまで支え合うまち  あいさつを通して地域と学校の連携 
 ちょこっとボランティアの拡大 
  災害時要援護者支援組織の取り組み 
認知症サポータの拡充 
孤立を防ぐ見守り活動の推進 

 （アウトリーチパートナ研修） 
   ボッチャ大会などで顔の見える関係づくり  

目標３ 様々な繋がりがあり情報が 

    行き届くまち  

  地域福祉保健計画の様々な取り組みの情報発信 
  地域高齢者施設・社会福祉法人・地域医療と連携 
  先端的取り組み地域との情報交換  

  「ぬくもり」実行委員会からのお知らせ                実行委員長 大森眞由美 

 地域の皆様と共にあゆみ、成長してきました「世代間交流サロンぬくもり」は、今年3月の開催

で28回を迎えることになっていました。節目の30回には何か記念になることをなどと考えてた矢

先の「新型コロナウイルス感染症」の影響で、公的施設の使用不可や外出自粛、三密を避ける等の

対応が必要になり、3月と6月の開催は中止とさせていただきました。11月の開催につきまして

も、6月16日の実行委員会で検討しましたが、第2波等が懸念される中、従来と同じ形での開催は

困難であるとの結論にいたりました。本当に残念ですが、実行委員会は今後も隔月で開催し、安心

して再開できるよう検討を重ねていく予定です。皆様にお会いできる日を楽しみにしています。 



 

 ソーシャルディスタンシング、リモート会議、フェースシールド、手洗い、マスクそ 
してアルコール消毒、緊急事態宣言が5月25日から解除されましたが、いつまでこのよ 
うな状態が続くのでしょうか。3密を避け、イベント・会議がすべて中止されてから4ヶ 

月になろうとしています。少人数の会議・会合は徐々に開催されるようになりましたが、大人数が 
参加するイベント、会合は未だ自粛状態が継続されています。予定されていた「ぬくもり」「出前 
講座」などは開催を見送りました。今号は総会結果報告で半分が埋まり、残り2ページは役員みなさ 
んに協力をいただき何とか発行にこぎつけました。次の10月1日号は、さらに編集者泣かせの状況 
が続きます。掲載記事のメインとなる、上郷西地区社協主催「敬老の集い」の開催は中止と決定、 
そして連合町内会の「夏祭り盆踊り大会」の開催もすでに中止と決まりました。 
 上郷西地区社協から編集担当として参加している「栄区社協だより8月号」は休刊が決定しまし 
た。場合によっては上西社協だよりもお休みをいただくような状態になるかもしれません…。 
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編集後記 

 

●お困りのときはご相談ください    民生委員・児童委員は、それぞれ担当する区域で、地域の身近な相   
 談相手として、介護や子育てなど福祉に関する様々な相談に応じ、利用できる福祉サービスなどの情報提 
 供を行ったり、 行政や関係機関を紹介したりする「つなぎ役 」 となっています。 

●安心して相談できます   民生委員・児童委員は、相談する人の秘密を守ることが 民生委員法で定めら  
 れています。 ご相談の内容や秘密が第三者に漏れることはありません。 安心してご相談ください。 
                        栄区民生委員児童委員協議会会長 本田桂子 

   担当地域     氏 名    担当地域     氏 名 

 亀井町第１   田中義章   上之町第2   小橋弘子   

 亀井町第２   橋本百合子   上之町第３   齊藤良子   

 尾月第１   高橋寿恵   野七里第1  福添順子  

 尾月第２   本田桂子   野七里第2   若森喜一郎  

 犬山町第1   奥田和博    野七里第３   畑中癸未子  

 犬山町第2  竹内祐子   港南台コートハウス   秋田健司  

 犬山町第3   渡邉緑里    

 犬山町第４    笠井紘一   主任児童委員   武居薫理  

 上之町第1   原田玲子   主任児童委員   佐々木ひとみ  

 上郷市民の森は、1972年（昭和47年）に開園した横浜市で２番目の「市民の森」です。住宅地に 
囲まれ面積は4.6haと小さいながら、スギ・ヒノキ・シラカシ・スダジイなどが茂り、大木のオオシ 
マザクラが大切に守られている緑豊かな森です。頂上広場（清兵衛広場）の展望台からは富士山と箱 
根～丹沢の山々が一望でき、年2回お彼岸の時期に見られるダイヤモンド富士は特におすすめです。 
 そんな上郷市民の森の自然環境の保全に取組んでいるのが、2003年に地域住民の有志により活 
動をスタートさせた、横浜市認定の森づくりボランティア団体『上郷森の会』です。活動は樹木の 
間伐や下草刈り、植樹、花木の剪定・整枝などの他、森の間伐材を利用したオリジナル製品作りと 
販売、地域のイベント 
支援などを行っていま 
す。今年は、5～6月に 
横浜市から提供された 
アジサイの苗100株など 
を植樹し『尾月のアジ 
サイ』のさらなる充実 
を図りました。    
（上郷森の会：岡田） 


