
発行元　荏田西地区社会福祉協議会

荏田西地区 社協だより
２０１７年６月

ご連絡先：事務局長　根津利三郎

電話：045－８８３－１９１２

メール：neuilly@nifty.com

●荏田西地区社会福祉協議会では地域福祉活動の推
進財源として賛助会費のご協力をお願いしております。

個人 一口　1,000円

団体（法人・企業等） 一口　5,000円

尚お申込み、お問合せは下記までお願い致します。
地区社協会長　松山　Tel:045-911-9569
事務局長　　　根津　Tel:045-883-1912

　拝啓　荏田西地区にお住まいの皆さま、こんにちは。
　初夏の爽やかな季節を楽しむ間もなく梅雨入りとなり、
本年も酷暑の続く夏の訪れを予感する今日この頃ですが
緑豊かな田園地域、荏田西の皆さまにはお元気にお過ご
しのことと存じます。

　日頃は地域交流、地域福祉の推進を掲げた地区社協
のボランティア活動に多数の住民の皆さま、青葉区役所
や青葉区社協を始め荏田西連合自治会、各町内会・自治
会、民生委員・児童委員協議会、荏田西小学校や協力の
会、地域包括支援センターや各団体の深いご理解並びに
積極的なご協力、ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
　お陰様で地区社協の活動もふるさと祭りの焼きそば屋
台やもちつき大会等年々拡がり、住民の皆さまの身近な
存在に一歩一歩近づいているのではと手応えを感じてい
る次第です。
　しかしご承知のように日本が抱える少子高齢社会の課
題は比較的ゆっくりと進行している青葉区、荏田西地区と
て例外ではありません。
　このような社会構造の変化を反映して地区社協の今後
の活動方針も公的、私的に拘らず各組織、団体と緊密に
連携しながら特に高齢者や子育て世代にフォーカスして

「身近な活動が継続し、お互いが助け合うつながりのある
まち」づくりへ邁進していかねばなりません。
　荏田西地区社協の活動をもっと知って頂き、もっと関わ

りや興味を持って頂く為には地区の皆さまとのより一層の
情報共有化が大切と考え、しばらく休刊しておりました荏
田西社協の広報誌を本年度から「荏田西地区 社協だより」
として復刊し 3 ～ 4 回 /年の発行を企画致しております。

　一方、本年度からは各自治会・町内会よりご選出頂い
た社協役員、理事、委員の皆さまに加えて、原則複数年
度担当頂く有志の役員、理事を増員し、組織の強化と活
動内容の充実、継続性を図っております。
　同時に社協のボランティア募集の呼び掛けに申込頂い
た個 人々や過去の活動経験者で編成する社協活動の支援
グループ「社協友の会」を本年度中に発足させたいと考え
ております。

　今年度は上述の体制と方針の下、私共荏田西地区社協
全員が一丸となって活動してまいります。皆さまにおかれ
ましては倍旧のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
最後になりましたが皆さまの益々のご健勝、ご多幸をお祈
り申し上げます。敬具

　４月に青葉区社会福祉協議会事務局長に着任致しまし
た髙橋と申します。荏田西地区社会福祉協議会広報誌創
刊を伺い、関係各位のご尽力に心から敬意を表し、一言
お祝いを申し上げます。創刊号の発刊、本当におめでと
うございます。（次頁へ）　　      

荏田西地区社協広報誌
復刊のご挨拶

創刊号に寄せて

松山　貴

髙橋　敬太郎

創刊号

荏田西地区社会福祉協議会

会長

横浜市青葉区社会福祉協議会

事務局長

●進行する少子高齢社会がもたらす課題の改善や解決
には国や行政に頼る「公助」だけでは大変厳しい状況に
あり、「自助」「共助」の実践、強化は不可欠です。そこ
で有志によるボランティア活動への参加を募る為、本年
２月「荏田西地区社協からのお知らせ」として地域ボラ
ンティア募集のチラシを全戸配布致しました。
　その後十数名の方からお申し出を頂きましたが、残念
ながらまだ社協の受入れ体制が整っていなかったため　

●昨年度からの懸案だった広報誌ですが、ほぼ予定通
り第一号の発行にこぎつけました。多くの関係者の方々
から原稿や写真を寄稿していただき、お陰様で充実し
た復刊第一号に仕上げることができました。発刊にあ

たって荏田西地区社協の初代会長で、デザイナーの奥
谷敏彦さんには紙面の構成、印刷などで大変お世話に
なりました。ご協力頂いた皆様にはあらためてお礼申し
上げます。今後は荏田西地区住民の皆様からも広くご
意見等ご寄稿いただき、地域交流の推進に貢献すべく、
ささやかながら努力してまいります。次号は９月を予定
しております。（事務局）

　一部の方には直ちにお応えできずご迷惑をお掛け致し
ました。本年度下期には社協ボランティアグループ「社
協友の会」が発足し、登録リストも準備できる段階となり、
個 人々の体力等条件にあったボランティア活動を選択し
てお願いする形でご連絡できると考えております。
　つきましては参加ご希望の方はお手数をお掛けします
が、事務局又は各自治会・町内会の社協役員・理事まで
ご連絡下さいますようお願い申し上げます。

地区社協ボランティア活動
参加募集のお知らせ

賛助会員募集の
お知らせ

編集後記

→

→

▲昨年の「ゆったりバス旅行」記念写真
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＜活動内容＞

１．えだにしサロン：民生委員・児童委員主催 /地区社協助成の認知症予防等
主として高齢者向け企画事業　今年度は４回開催予定（昨年度は３回）
２．えだにしひろば：主任児童委員主催 /地区社協助成の子育
て支援活動今年度は７回開催予定（昨年度は５回）
３．名画で楽しむ世界史の会：毎回講師から名画の時代背景や
歴史について受講後映画を楽しむ会（自由参加）今年度は６回開
催予定（昨年度は５回）
４．ラジオ体操の会：今年度からの新規活動（自由参加）毎週
木曜日（９時～猿田公園）詳細は活動紹介欄でお知らせします。

５．ふるさと祭り「焼きそば店」及び「福
祉席」の運営：焼きそばは毎年早々に売
り切れになる人気商品ですが今年も多数
の皆さんのご支援の下1000食近く提供し
ます。一方炎天下で特にお年寄りの方々が
日差しを避けてお祭りを楽しみ休憩できる
福祉席を準備し、冷たい飲み物や軽食を
用意します。
６．ゆったりバス旅行：家にひきこもりが
ちのお年寄り向けに、毎年秋に 40 名程
度で実施しております。今年は10月23日
に「蔵の街」川越（埼玉県）方面に決まり
ました。
７．もちつき大会：地区社協主催、荏田
西連合自治会並びに荏田西小学校子ども
のための保護者と教職員の協力の会との
共催で来年１月１３日（土）に開催予定です。
今回も約1,000 パックのお餅を用意するほ
か、子供たちには杵を持たせ、餅つきの
体験をしてもらいます。
８．広報誌の発行：今年度より「荏田西
地区　社協だより」を作成し、回覧配布
します。（年４回を予定）
９．各団体への活動助成：民生委員・児
童委員協議会や熟年健康倶楽部、ラベン
ダーの会等の活動助成を継続します。

♪親子で遊ぼう♪

えだにしひろば

ラジオ体操

本年度の活動スケジュール及び活動内容について下記お知らせ致します。
皆さまの地域交流、地域福祉深める懇親の場として積極的且つお気軽
にご参加を下さいますようお願い致します。

（熟年健康倶楽部は毎週木曜日 15時から荏田西小学校和室で開催中）

（＊）コミハ＝荏田西コミュニティハウス

＜スケジュール＞　７月以降の活動予定

　（前頁より）さて、若い世代・子育て世代が多いと言わ
れる青葉区ですが、「横浜市将来人口推計」によると、３
年後の平成 32 年には高齢化率が 21％と予想され、やは
り少子高齢化は身近な現実となりつつあります。
　一方で、子育て世代や特に高齢のお一人暮らしの方に
とって、地域に知り合いがいて、見守り合い、声を掛け合
う関係があることは安心感につながり、心強いのも世の
常でして、荏田西地区社協の活動、特にえだにしサロン、

荏田西コミュニティハウスをご存知ですか？

緑の木々に囲まれた木の香りが漂う素敵な建物です。昨
年度よりこちらを利用して待望の「えだにしひろば」を
始めました。荏田西地域にお住まいの親子を対象に友だ
ちの輪を広げるお手伝いができればと思っています。

日時

対象年齢　　0 才～未就学児

午前 9 時 50 分頃より親子で受付、お子さまには名札を
つけていただきます。お友だちの名前を覚えてね♪ みん
なが集まったら「えだにしひろば」のスタートです！まず
はお話をひとつ、今月は紙芝居かな？　絵本かな？　お
話のあとは親子で遊びうた♪ 新しいうた・古いうた・わ

第１月曜日 (H29 6/5・7/3・9/4・
10/2・11/6・12/4・H30 2/5)
午前 10 時～11時 30 分

らべうたなど、親子でスキンシップをとりながら一緒に遊
びましょう。
今年度からは「手形・足形コーナー」もできました。荏
田西保育園の先生方がかわいく作ってくださいます、成
長の記念にいかがですか？「おかたづけ」の曲が聞こえ
てくるまではフリータイム、たくさんのお友だちを作って
くださいね。
今年度第 1 回目の 6 月も、かわいい笑顔に会えました。
♥ 「えだにしひろば」のスタッフが楽しみに待っています。
お散歩がてら遊びにきてくださいね♪

荏田西地区主任児童委員　今井久美子・近藤美恵子

連休明けの５月１１日からラジオ体操の会を始めました。
毎週木曜日の朝９時から猿田公園の芝生の上でこの地域
の住人が集まってラジオ体操を通じて健康増進だけでな
く、顔見知りになって地域の絆を深めていくことを狙って
おります。とは言っても何も難しいことはありません。皆
さん普段着のまま、だれでも知っているラジオ体操を１０
分程度やって、あとは三々五々おしゃべりしながら解散
です。会費や事前の登録も不要、出欠も取っておりませ
ん。特別のインストラクターはおりませんが、三丁目の黒
岩夫人がＮＨＫラジオ体操指導員の資格を持っておられ
るので、輪の真ん中にはいってもらっています。毎回２０
名前後の人が参加してくれています。時には体力測定や、

健康に関する講話なども企画していきます。皆様も気軽
にお越しください。また運営についてご意見や良いアイデ
アがあればぜひお聞かせください。

えだにしひろば、そしてふるさとまつり等など、交流を広げ、
見守り支え合う「つながり」をつくる活動は、今後さらに
重要となっていきます。
　「身近な活動が継続し、お互いが助けあう心を持てる、
つながりのあるまち」を目指している荏田西地区社協は着
実に「つながり」を広げてこられました。区社協もしっか
りと応援していきたいと考えております。今後ともどうぞよ
ろしくお願いいたします。

平成２９年度荏田西社協活動計画

社協、民児協活動の近況報告

月日 活動名 内容 場所
7月3日 えだにしひろば 子育て コミハ（＊）
7月12日 えだにしサロン 高齢者 コミハ
8月17日 名画で楽しむ世界史の会 ヘンリー5世、ジャンヌダルク コミハ
8月19日 ふるさと祭り 焼きそば店 荏田西小学校
9月4日 えだにしひろば 子育て コミハ
10月2日 えだにしひろば 子育て コミハ
10月19日 名画で楽しむ世界史の会 華麗なる激情 コミハ
10月23日 ゆったりバス旅行 川越方面
11月6日 えだにしひろば 子育て コミハ
11月8日 えだにしサロン 高齢者 コミハ
12月4日 えだにしひろば 子育て コミハ
12月21日 名画で楽しむ世界史の会 １４９２年　女王ファナ コミハ
1月13日 もちつき大会 荏田西小学校
2月5日 えだにしひろば 子育て コミハ
2月15日 名画で楽しむ世界史の会 エリザベス コミハ
3月14日 えだにしサロン 高齢者 コミハ
毎週木曜 ラジオ体操の会（９：００～） 猿田公園

「名画で楽しむ世界史の会」のひとコマです。

親子で遊びうた

手形・足形コーナー


