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令和元年度活動方針について
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荏田西地区社会福祉協議会

着実に進んでまいりました。昨年１１月には青葉区福祉大
会で荏田西地区社協は「つながるまちづくり」をテーマに日
頃の活動内容や課題について発表致しました。
ご承知のように我が国の高齢社会の急速な進行は世界的
にも突出しており、この２０年程で３人に一人が６５才以上
の高齢者となる人口予測が発表されております。当地区も
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会長

松山

貴

例外ではなく同様の社会問題に直面しますが先ずは地域レ
ベルの身近な対策の一つとして日頃の共助・互助活動体制
の充実、強化を図る必要があります。今後の共助・互助活

令和元年おめでとうございます。

動は災害時だけでなく、日常生活でも地域の住民をつなぐ

日毎に緑が拡がり初夏の足音が近づいてまいりました。荏

不可欠の社会インフラとなってきました。

田西地区にお住いの皆さまにはお元気でお過ごしのことと
お慶び申し上げます。日頃は地域交流、地域福祉の充実

この現実を踏まえて地区社協は引き続きお互いが助け合う

を掲げた荏田西地区社協のボランティア活動に地域の皆さ

「つながるまち」づくりに資する機会の提供を積極的に展開

ま、青葉区役所、青葉区社協、ビオラ市が尾を始め荏田

し、地域交流、地域福祉の充実を図ることを基本方針とし

西連合自治会、各自治会並びに各団体の積極的なご支援、

てまいります。本年も地区社協の活動にお気軽にご参加い

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

ただき、緑豊かな田園地区で日本有数の健康寿命ライフを
ご一緒にエンジョイしましょう。

お陰様で地区社協並びに緊密な活動パートナーである民生
委員・児童委員協議会の活動も年々充実、拡大し、住民

末筆ながら皆さまの益々のご健康、

の皆さまの身近な存在として「つながるまち」へ一歩一歩

ご多幸をお祈り申し上げます。

2019年度の総会が開かれました。
４月２１日の午後、本年度の荏田西社会福祉協議会の総会が３
２名の代議員の出席を得て開かれ（ほか委任状提出１０人）
、昨
年度の決算とともに本年度の予算と活動計画が承認されまし
た。昨年度に比べると、
ラジオ体操が今までの猿田公園
（木曜日）
と泉公園（月曜日）に加えて、泉田向公園（金曜日）でも行うこ
とになったこと、ウォーキング＆昼食の会が一回増えたこと、
「名
画で楽しむ世界史の会」が「オペラで歴史を楽しむ会」に内容
を改めたことなど、若干の変更点はありますが、基本的には今
までの活動を継続していくことになります。予算の規模も昨年

会の高橋事務局長から「つながりづくり」に向けての取り組み

度実績に比べてほぼ横ばいで、荏田西社協もこれまでの量的

についてのお話があったほか、ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ

拡大から、質的充実を目指す新しい段階に入ったと見ることも

の加賀妻所長から事業の紹介がありました。この二つの組織

出来ましょう。人事面では会長、副会長、事務局長は昨年度か

は荏田西社協が進める活動に様々の形で関係しているにも関

らの継続になりますが、事務局次長、会計、監事、常務理事、

わらず、会場にはこれらの組織が何をしているところかご存知

および理事では新しい顔ぶれも多く見られます。

ない方も多く、参考になったという意見が聞かれました。今後

一連の議題が承認された後、来賓として青葉区社会福祉協議

とも折に触れてお話を伺うことにします。

2019年度の主な活動予定

泉田向公園でも
ラジオ体操が
始まりました。

本年度の年間活動表を作成しましたので、年度末まで手元に置いて保存してください。

二年前に始まったラジオ体操が去る４

になりますと回覧板およびホームページで申込方法について詳細な案内を回覧します。そ

月から毎週金曜日に泉田向公園でも始

れ以外については当日直接コミュニティハウスに来ていただいても結構です。大勢の方々

まりました。木曜日の猿田公園、月曜

の参加をお待ちしております。

日の泉公園に次ぐ三番目です。特に荏

● 2019年度荏田西社協活動予定表

田西四丁目、五丁目の方々の熱い要望
に応えて始まったものですが、初回の
４月１２日に１５人が参加されました。
スタートとしては上出来です。これから
口コミが広まるにつれて参加者も増えて
くることでしょう。荏田西の皆様の健
康意識の高さが覗えます。

これをご覧になって、関心のありそうなものについてはあらかじめ予定に入れておくこと
をお勧めします。バス旅行のように事前申し込みの必要なものについては二か月くらい前

月日

時間

活動名

内容

場所

毎週月曜日 9:00-9:15

ラジオ体操

健康増進

泉公園

毎週木曜日 9:00-9:15

ラジオ体操

健康増進

猿田公園

毎週金曜日 9:00-9:15

ラジオ体操

健康増進

泉田向公園

4月2日

9:30-11:45

オペラで歴史を楽しむ会 トスカ

コミハ（＊ )

5 月 31 日

9:30-15:00

ウォーキング＆昼食会

健康増進と地域交流

コミハ

6月3日

10:00-11:45 えだにしひろば

子育て

コミハ

6 月 11 日

9:30-11:45

6 月 12 日

12:30-14:40 えだにしサロン

高齢者

コミハ

7月1日

10:00-11:45 えだにしひろば

子育て

コミハ

8 月 13 日

9:30-11:45

8 月 17 日

15:15-19:00 ふるさと祭り
（焼きそば店） 地域交流

荏田西小学校校庭

オペラで歴史を楽しむ会 ナブッコ

コミハ

オペラで歴史を楽しむ会 オルフェオ

コミハ

9月2日

10:00-11:45 えだにしひろば

子育て

コミハ

10 月 7 日

10:00-11:45 えだにしひろば

子育て

コミハ

10 月 8 日

9:30-11:45

オペラで歴史を楽しむ会 ノルマ

コミハ

10 月 9 日

12:30-14:40 えだにしサロン

10 月 28 日 8:00-18:00

高齢者

コミハ

ゆったりバス旅行

未定

11 月 12 日 9:30-11:45

賛助会費募集の
お願い

オペラで歴史を楽しむ会
コミハ
（＊）コミハ＝荏田西コミュニティハウス
健康増進と地域交流
コミハ
11 月 13 日 10:00-15:00 ウォーキング＆昼食会
12 月 2 日

10:00-11:45 えだにしひろば

12 月 10 日 9:30-11:45

子育て

コミハ

オペラで歴史を楽しむ会 ローエングリン

コミハ

1 月 11 日

11:00-14:00 餅つき大会

地域交流

荏田西小学校校庭

当地区の福祉ボランティア活動財源と

2月3日

10:00-11:45 えだにしひろば

子育て

コミハ

して賛助金をお願いしております。

2 月 11 日

9:30-11:45

3 月 11 日

12:30-14:40 えだにしサロン

皆さまのご支援、ご協力宜しくお願い
致します。お申込み、お問合せは下記
までお願いします。
個人

一口 1,000 円

オペラで歴史を楽しむ会 ドン・カルロス

3 月中下旬 10:00-15:00 ウォーキング＆昼食会

コミハ

高齢者

コミハ

健康増進と地域交流

コミハ
きずな

＊コミハ＝荏田西コミュニティハウス（絆ハウス）

ボランティア募集のお知らせ

団体
一口 5,000 円
（法人・企業など）

荏田西社協は地域の皆さまの幅広いご参加をお
願いしております。役員や理事から、特定のイベ

連絡先：

荏田西地区社会福祉協議会会長 松山 貴

ントに限った参加など、皆さまの関心や時間的

事務局長 根津利三郎

Tel：045-911-9569

条件などに合わせて相談させていただきます。

電話：045 －８８３－１９１２

事務局長 根津 利三郎

ご関心の方は自治会や社協の役員、理事、ない

Tel：045-883-1912

しは右記までご連絡いただければ幸いです。

編集
後記

メール：neuilly@nifty.com

１０連休明けとともに荏田西社協の活動もエンジンがかかってまいりました。始めた時にはいつま
で続くか心もとなかったラジオ体操も、今では三か所で、荒天の時以外は休むことなく続いて三年
目に入りました。今後とも息の長い活動に努めてまいります。次号は１１月を予定しております。
荏田西地区社会福祉協議会のブログはこちら→ http://www.aosha.jp/soycms/edanishi_blog/

