
 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄区長 冨士田 学 

 

 

 

栄区社会福祉協議会 
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栄区 いたち川マスコット 

タッチーくん 

 ６月の栄区社会福祉協議会理事会において、日浦美智江会長の後任と

して選任され就任いたしました。 

 以前は、小菅ケ谷地区社協の会長として、区社協にお願いごとや相談

に乗ってもらうことばかりでした。今後は立場が逆転したといいます

か、栄区全体の会長として、身に余る思いでありますとともに責任の重

大さを痛感しております。 

 微力ではありますが、本会の発展に最善を尽くして努力してまいりま

すので、ご指導賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

 末筆ながら本郷中央地区社会福祉協議会のますますのご発展を祈念

申し上げます。 

高齢者、子育て、防災などをテーマに様々な団体が連携しながら取組を進めていただいてお

り、改めて感謝申し上げます。 

このコロナ禍において、新しい生活様式や活動方法を模索し、これまでの地域での皆様の取

組をいかにしてお支えしていくかが課題となっています。大変な時期だからこそ、できること

を考え、「みんなが支えあい安全・安心を感じるまち さかえ」を目指して参りたいと思いま

す。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 
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本号より「ふれあい通信」改め、より皆様にわかりやすい名称に変更しました。引き続きのご愛読、よろしくお願い致します。 

本郷中央地区 社協だより 第 63号 

栄区長に着任しました冨士田 学（ふじた まなぶ）です。 

竹谷会長をはじめ社会福祉協議会の皆様の日頃の御尽力に敬意を表

しますとともに、心より感謝申し上げます。 

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、着任後、皆様に各地

区でお会いする機会が少ない中ではありますが、栄区は多くの皆様が地

域で生き生きとお元気に活動されているということを実感していると

ころです。 

さて、今年度は第４期栄区地域福祉保健計画の策定を進める年度で

す。これまで本郷中央地区では、「顔のみえる関係づくり」を目標に 



 

書面総会とその後の活動 

本郷中央地区社協  令和 2年度役職者名 

本郷中央地区 社協だより 第 63 号 

役職名 氏　名 地 域 の 役 職

会 　長  竹谷　康生  地区社会福祉協議会長

副会長  西島　英生  地区シニアクラブ連合会長

副会長  大橋 美根生  地区民生委員児童委員協議会長

事務局長  折田　藍子  福祉活動等功績者

会　 計  綾部　泰雄  地区民生委員児童委員

監　 事  原　　 恒雄  本中連 副会長（桂公田町会長）

監　 事  長沼　優子  地区民生委員児童委員

首席理事  佐野　勝彦  福祉活動等功績者

次席理事  粂川　賢二  本中連 事務局長 兼会計

 理　 事  細田　利明  本中連 会長 (フローラ桂台自治会長）

理 　事  石黒 喜代子  福祉活動等功績者

 理　 事  木村 知恵子  地区民生委員児童委員

 理　 事  橋本　哲芳  地区青少年指導員協議会長

 理　 事  浅井　孝泰  地区スポーツ推進委員連絡協議会長

 理　 事  中田　恒夫  地区保健活動推進員会長

 理　 事  長沼　　 勲  栄消防団(第４分団第１班) 副団長

 理　 事  石島　孝志  栄交通安全協会本郷中央支部長

 理　 事  石塚　　 淳  桂台地域ケアプラザ所長

 理　 事  白水　嘉子  地区主任児童委員

 理　 事  池田  早苗  地区更生保護女性会 理事

 理　 事  菊池　康夫  栄区子ども会連絡協議会 副会長

 令和 2年度の本郷中央地区社会福祉協議会(以下「地区社協」)は、長い歴史の中で初めて書

面総会を実施しました。ここでは、1.総会の準備、2.総会の経過、3.総会後の活動等について、

この新しい経験を報告するものです。 

1. 総会の準備 

 (1) 令和 2年度定期総会は当初、4月 25日に予定していました。ところが 2月下旬から始ま

った新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として発令された横浜市長メッセージに

より、市営公共施設の利用が停止となり、結果として 3～5月度の会場利用が不可能にな

り、理事会の開催は中止に追い込まれました。 

 (2) 一旦は会場利用の停止緩和を期待して、定期総会を 5月 23 日に実施するべく延期しまし

たが、利用停止が長引くことが判り、危機感を覚えて、首席・次席理事と事務局長が 4

月末～5月初めにかけて数回の会合を持ち、書面総会の実施に向けて、① 準備の段取り、

② 進行次第の決定、③ 総会資料の作成と整備、④ 正会員全員に対する書面総会の周知

方法・・・等の協議を行い、5月の大型連休の全てを費やして進行することを決めました。 

 (3) ところがここで大きな課題に直面しました。即ち、理事会に諮り・承認を受けて・総会

に諮るべき「令和 2年度地区社協・役職者人事案件」が、理事会の中止により未審議に

なっていることが判り、急遽、次席理事の発議により、書面理事会により本件の承認を

取り付けて、議事案件の事前整備等が確認できました。 

 (4) 書面総会資料は、次席理事と事務局長が手分けして新規の作成と整備を行い、計画どお

りの日程で完成に漕ぎ付け、正会員全員への配付を検討しました。当時の郵便配達事情

を勘案すると、期待した日時に届かないことを懸念して、53名の正会員宅へのポストイ

ンを考え、首席理事・次席理事・事務局長が手分けをして、書面総会 23日の 3日前まで

に全て配付することができました。 

2. 総会の経過 

 (1) 書面総会については、総会資料と共に「議事案

件の審議結果報告書」を作成して、これを同封

するとともに、メールでの添付ファイルとして

送信し、FAX.又はメールにより事務局長宛に回

答することとし、適確性と集計の簡便化を図り

ました。 

 (2) 書面総会の回答は、23日中に全てが集計できて、

1名の棄権者を除いて、回答者の全てから承認

を頂くことができました。改めてご協力に感謝

します。 

 (3) 1～2号議案、4～5号議案は総会資料のとおり承

認頂いているので、ここでのコメントは省略し

ます。3号議案の「役職者の役務変更と・・・」

については総会資料どおりに承認頂いています

が、ここで表のように令和 2年度 地区社協役職

者を紹介しますので、よろしくお願いします。 



 

会則に基づく令和 2年度 

本郷中央地区社会福祉協議会の組織機能図 

本郷中央地区 社協だより 第 63 号 

3. 総会後の活動等 

 (1) 書面総会が終了した後、6月下旬から会場利用の制

限が緩和されて、地区社協の 6月度理事会は、本郷

地区センター大集会室を使用することで開催でき

ました。ここでは、書面総会の審議・評決結果等の

おさらいと報告を行い、今後の活動として 2 月度理

事会で承認を得た部会の発足を推進するために、

① 各部会構成員の候補者の確認、② 部会活動のガ

イドラインを提案し、これらの承認を得ました。 

 (2) 部会の活動を具体的に推進するためには、前記②の

ガイドラインを理解した上で、部会構成員の確定と

部会主査の選任が必須になります。主査は部会にお

いて互選により選任する・・・と細則に規定してあ

り、お互いに顔の見える「リアルミーティング」を

行う必要があり、7月 17日に事業部会、7月 18日

に広報部会、7月 21日に企画部会を連続して開催

し、ガイドラインを読み合わせ、意見交換の後に、

互選により主査を選出しました。 

 (3) 令和 2年度「地区社協組織機能図」と「各部会構成

員」を紹介しますので、正会員の積極的な参加とご

支援･ご協力をよろしくお願いします。なお、当年

度から正会員に登録した「助成対象活動 7団体」に

ついては、「地区社協組織機能図」に示すように、

事業部会が主管部署として連絡・調整・支援等に当

たりますので、地区社協活動の一環として参加とご

協力をお願いします。 
令和 2年度 各部会構成員 

青木 功氏の功績を称え、学び～繋ぐ    地区社協・次席理事 粂川 賢二 

地区社協･広報誌「ふれあい通信」の編集主幹を長く担当して頂いた青木 

功氏はこの度ご本人の意思と健康維持のために退任されました。青木氏は誕

生日が小職のひと月前の同年齢で、度々身近なお話をさせて頂きました。 

「ふれあい通信」と「敬老のつどい・プログラム」など渾身を込めて編集・

作成に当たり、その姿は、周囲の人の話をよく聴き、「温和・実直」であり、

その成果としての広報誌等は地区社協の歴史として永く残って行きます。 

 編集主幹を担当されたのは、「ふれあい通信・第 33号」(平成 22年 7月)からで、前任者

の金子 翠氏が退任する際に、当時の故亀澤会長から「少しの間だけ担当して…」と懇願さ

れて取り掛かったことが、約 10年の長きに亘った、と言うのがボヤキを含めた実情のよう

です。 

 この度、地区社協の広報部会は部員を一新して、新たな発足をしましたが、過去の広報誌

の歴史や編集の手順等の貴重な資料を残して頂いたので、これらを学び～繫いで行きます。 

 青木氏は公田町から桂町に転居されましたので、新旧住民の方々には引続き親しくお付き

合いくださるよう、お願いします。 

NO. 区分 企画部会 事業部会 広報部会

1 主査 池田　早苗 白水　嘉子 菊池　康夫

2 西島　英生 木村　知恵子 粂川　賢二
3 石黒　喜代子 江口　正芳 佐野　勝彦
4 玉川　賀洋子 島田　喜次 長沼　勲
5 嶋崎　誠一 黒川　哲明 佐藤　美知子
6 長田　智子 冨江　里栄 山井　俊昭
7 石島　孝志 ー 山田　守

部
会
員

後方支援 竹谷　康生　、　折田　藍子

部会総合
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

粂川　賢二

助成対象活動団体

企
画
部
会

事
業
部
会

広
報
部
会

部会・委員会等

理事会

役員会

監事

総会

各部会活動の

ガイドライン

☆ 三水会

☆ 公田山百合会

☆ 子育て喫茶「げんき」

☆ げんき広場

☆ ふくろうカフェ

☆ 子育てサロン ぱんぱんぱんだ

☆ 桂台げんき食堂



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆令和元年度地区社協へのご支援ご協力ありがとうございました（未掲載分）◆（敬称略） 

小山 浩司  佐藤 美知子  島田 喜次  霜山 禮子  湯澤 義郎  匿名 1名 

公田町団地自治会   公田ハイツ自治会   看護小規模多機能ホームこころ 

 

本郷中央地区 社協だより 第 63 号 

編集後記 「ふれあい通信」は平成 11 年 10 月の創刊以来、第 62 号まで 20 年余に亘り発行

してきましたが、このたび本誌名を「本郷中央地区･社協だより」と改称して、引き続き皆さ

まにお届けいたします。また今号は改称後の創刊号になりますが、歴史の継承の観点から第

63(創刊)号として、追い番号を尊重することにしました。 

  編集委員：菊池康夫、粂川賢二、佐野勝彦、長沼勲、佐藤美和子、山井俊昭、山田守 

令和 2年度 賛助会員応募のお願い 

今年はコロナ禍という厳しい環境のため皆さまも日常生活において、当面の間、大きな制約を受け

ることになりました。これまで 40有余年間、本郷中央地区社会福祉協議会(略称:地区社協)は、当地

区の 13町内会自治会の支援・協力を得て安全・安心のまちづくり活動を展開して参りましたが、こ

のような新しい事態に対し、関係団体とより一層力を合わせ、この危機を乗り越えて参りたいと思い

ます。 

例年通りのお願いでございますが、皆さまのご理解を頂きまして、賛助会員を募集いたしますので

是非とも当会賛助会員に応募して頂きたく、ご協力をお願いいたします。 

地区社会福祉協議会の活動＜主たるもの＞ 

高齢者のための「敬老のつどい」（今年は新型コ 

ロナウイルスの影響で中止）、広報誌「地区社協 

だより」の発行、福祉活動の推進「福祉団体の支 

援(７団体)」、第３期本郷中央地区支えあい連絡 

会と連携して福祉講座の開催、自治会福祉活動相 

互の情報交流会(自治会訪問)の実施、など 

賛助会費の使いみち 

＜主たるもの＞ 

左記の各種活動展開のために有効

に活用させて頂きます。賛助にご協

力頂いた方々のお名前を「地区社協

だより」に掲載させて頂きます。 

賛助会員になるには 

本会の趣旨、活動、会費の使いみちに賛同

し、はがき等で申し込まれ、次の「賛助会費」

を納めて頂くことにより、賛助会員になり

ます。 

令和 2年度賛助会員会費 

1口 1,000円 

( 1口以上、何口でも結構です。) 

お申込み及び会費納入方法 

 ご連絡頂いた方には、地区社協役員または民生委

員など関係者が集金にお伺いいたします。詳しく

は下記へお問い合わせください。 

お問い合わせ先 本郷中央地区社協･事務局 折田 藍子  ☎ 512-1502 
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