
ふくし山内＜39号＞ 
                        令和２年１１月２０日発行 

山内地区社会福祉協議会 

会 長  野 本  建 夫  
会長就任の挨拶 

                    野本 建夫  

山内地区の皆様、こんにちは。今年の４月１日に前会長吉村茂様の後を受け、会長にな

りました保護司会の野本建夫と申します。宜しくお願い致します。 

今年は、年度初めの４月７日より新型コロナウイルス感染拡大を防止することから緊急

事態宣言が出ました。期間は５月６日までの１ヶ月間でしたが、これにより外出自粛要請

や施設の使用停止等の措置が取られる事となり、皆様も不自由な思いをされたのではと思

っております。講演会・会議も中止となりました。当協議会の総会は書面表決で実施され

た為、皆様のお顔が一部の方を除きわからずじまいになってしまいました。あれから７ヶ

月経ち新型コロナウイルスの状況は、季節の変化もありだんだんと増えてきた様子です。 

今年も残り２か月弱となり、このままの状態で年末を迎え新年となるのかなと思ってい

ます。私は、高齢者の皆さんが気軽に足を運んでいただけるような講演会等を実施したい

と考えております。 

来年こそは新型コロナウイルスのワクチンが認可されて、終息に向かうことを願うばか

りです。 

 

山内地区居場所探しのキャンペーン 
 

感染症に席巻され自粛生活を余儀なくさ

れていた日々。特に趣味もなく特技など全

くない私は、どこか束縛されたような毎日

に飽き飽きして居場所探しを始めました。   

散歩に出たり、図書館を覗いたり。でも

どこか違うと考え、思いついたのが GoTo

キャンペーンでした。 

実はこの山内地区には地区社協が助成し

ているボランティア団体や老人会が 20以

上あり、参加者やスタッフを募集していま

す。ここで探せば自分の居場所が見つかる

かもしれないと考えたわけです。この「ふ

くし山内」の紙面にこれらの団体を紹介す

れば私と同じように居場所を探している

方々にも役立ちそうだとも考えました。そ

れがこの「山内地区居場所探しのキャンペ

ーン」です。 

この機会に地域のボランティア活動に加

わり、地元デビューしませんか。地元に話

せる仲間を作りませんか。皆さん、GoTo

山内キャンペーンを始めましょう。 

<事務局長 會田勇治＞ 
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山内地区の活動を紹介します 
 

気になる団体があったら連絡先に電話してください。電話番号の記載がない団体

はお近くの地域ケアプラザ(P5以降に電話番号を掲載)が連絡の窓口になります。 

現在の活動状況については、各団体にお問合せください。 

 
＊団体はあいうえお順に掲載  

★ 赤ちゃん・お子さん ★ 
 

赤ちゃん休憩室    活動場所：市営地下鉄あざみ野駅「赤ちゃん休憩室」 
スタッフ 20名で休憩室の開け閉めと赤ちゃんとお母さんが気持ちよくご利用いただけ
る清潔なお部屋を提供しています。靴を脱ぎあがり、ソフトなフローリングに置き畳
を敷いたスペースで、おむつ替えや授乳ができます。無料でご利用いただけます。 

  
 

荏子田子育てサロン えころん  活動場所：荏子田太陽公園内 ローズハウス 
毎月第２火曜日の 10時から 11時 30分まで開催。子育て中のママの憩いの場作りをし
ています。赤ちゃんと一緒に遊んだり、季節に合わせて、行事を行っています。 
絵本の読み聞かせをしたり、保健師さんのお話を聞いたりと楽しく活動しています。
赤ちゃんとママの笑顔にスタッフは幸せな気持ちになります。赤ちゃんの成長にも驚
かされています。 参加費は不要です。 

   
 

子育てひろば あざみ野     活動場所：あざみ野東公園内 あざみ野会館 
毎月第３水曜日の 10時から 11時 30分まで開催。子育て中の方々に情報交換できる場
所を提供することを目的にし、自由に時間を過ごしてもらっています。 
２か月に１度の割合で外部講師にお話ししていただいたり、ストレッチ・
体操など催しています。参加費は不要です。 

  
 

子育て 山内ひろば     活動場所：美しが丘西保木自治会館 
(現在は休止中)毎月第４木曜日の 10時 30分から 12時まで開催。 
偶数月はイベント、奇数月はカフェで、親子の皆さまに出会いとくつろぎの場を提供
しています。 参加費は不要です。 

  
 

こども食堂 たまプラごはん   活動場所：たまプラーザ地域ケアプラザ 
毎月第４水曜日（８月休み）に開催するこども食堂です。地域の中で学校や家庭以外
に子供たちの居場所として食事、遊び、学習の機会を提供しています。 
１食当たり高校生以下は無料、大人は 300円。 

  
 
 

★ 趣味・ボランティア ★ 
  

うたごえサロン       活動場所：美しが丘西保木自治会館 
毎月第４水曜日に開催しています。近隣のシニアの皆さんが集って、おしゃべりや歌
で元気になれる居場所です。唱歌や昭和の流行歌で若いころを思い出し、元気が出ま
す。ティータイムでおしゃべりを楽しんだり、ストレッチや健康講和に耳を傾ける活
動もしています。 参加費 100円。 
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ぐるうぷ“あざみ野”  
・活動場所：あざみ野山内地区センター 
 毎月１回、高齢・独居の方を対象にしたお食事会を開催。 参加費 600円。 
・活動場所：大場地域ケアプラザ・特別養護老人ホーム「緑の郷」(休止中) 
・活動場所：リーフエスコート  お茶会「みんなの部屋」。(休止中)  

地域で支えあう幸せな老後を目指してスタート。現在も地域交流を通してボランティ
アに頑張っています。 

    
 

ヘルスアップ山内    活動場所：山内コミュニティハウス 
毎月第２・第４水曜日に運営委員４名と講師２名でヨガ教室を開催。定員は 23名。男
女とも歓迎、ご夫婦でも。 
青葉区の健康作り教室の一貫としてスタート。手軽な健康作りとして立ち上げまし
た。今後も地域の方々が元気でいられるよう続けていきます。 参加費 400円。 

 
 

ボランティア山内       活動場所：美しが丘地域ケアプラザ 
毎月第１水曜日に 12人のスタッフで食事会を開催。季節に合わせた小物作りなども行
っています。 
コロナ禍で 10月にやっと 7か月ぶりに開催でき、利用者さんとうれしい再会を果たし
ました。皆さんに寄り添える会にしていきたいと思います。 参加費 200円。 

   
 

 

★ 地域の老人会 ★ 
 

あざみ野地区老人会「野あざみの会」   活動場所：あざみ野自治会館 
月１回月例会（健康・歴史・防犯の勉強会、音楽会・落語・朗読の実演会など）と野
外活動（名所や旧跡巡り、博物館見学などのハイキング）。年１回の日帰りバス旅行を
実施。趣味の会も。地域奉仕で、週２回夜間防犯パトロール、月 1回の公園掃除。 
あざみ野自治会区域とその周辺の居住者限定です。 月会費 1,200円。 

   
 
あざみ野三丁目地区老人会「さくら会」     活動場所：屋外 他 
大場地域ケアプラザやあざみ野三丁目自治会館で活動（健康づくり・生甲斐づくり・
食事会・趣味の会など）をしていましたが、現在は休止中です。屋外でのポールウォ
ーキングと紙上俳句会・能と狂言鑑賞会・親睦バスハイクは開催中。 

     

 

あざみ野東地区老人会「あざみ野ことぶき会」  活動場所：あざみ野東自治会館 
月１回、「体操の会」として行っています。 
    

 

牛込地区老人会「有朋会」      

活動場所：牛込地区自治会館・美しが丘第八公園 
定例会と「たまり場」は毎月１回。グラウンドゴルフは毎週水曜日に開催。公園の定
期清掃も行います。 
元気な人達の笑顔でやっています。１人でも多くの人に参加していただける様に取り
組んでいきたいと思います。 会費は無料。 
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美しが丘四丁目南地区老人会「花みずき」   

        活動場所：美しが丘４丁目南自治会館・山内公園 
茶話会や折り紙教室などを開催。グラウンドゴルフは毎週月・水・金に開催。ラジオ
体操に参加しています。月初めには公園清掃を実施。 
12月初旬にはグラウンドゴルフ大会を自治会と共催予定です。 会費は無料。 

   
 

美しが丘五丁目北地区老人会「友の会」     

        活動場所：山内住宅集会所・美しが丘第 8公園・山内公園 

ラジオ体操や公園の美化などを週３、４回開催。新年会、敬老会なども開催。 
公園美化活動は 健康・友愛・奉仕の手本として横浜市から表賞を受ける予定。 
美しが丘五丁目北自治会居住者が主体。近隣地区の方々も歓迎。 年会費 500円。 

   

 

美しが丘北・元石川平川地区老人会「すみれ会」   

活動場所：美しが丘地域ケアプラザ  

月１回(８月は休み)新年会やクリスマス会・敬老会などを開催。例会では健康体操、
合唱、カラオケなど。有志でグラウンドゴルフも楽しんでいます。 年会費 2,400円。 

   

 

美しが丘西保木地区老人会「末広会」   

        活動場所：美しが丘西保木自治会館・保木公園多目的広場 

懇親会（会食・ビンゴゲームなど）敬老会・喜寿祝いや誕生祝の贈呈・勉強会などを
開催。グラウンドゴルフは毎週火・金曜に開催。 月会費 200円。 
グラウンドゴルフは会員外の参加が可能です 

   
 

荏子田地区老人会「明月会」     

活動場所：荏子田自治会館 

毎月１回、ふれあいカフェ（参加費 200円）・カラオケなどを開催。グラウンドゴルフ

は週３回開催。 

毎月１回、地域清掃を行っています。また、行事の報告や来月の予定などを掲載した

「明月会だより」を毎月発行し会員全員に配布しています。 入会金 1,200円 

   

 

船頭地区老人会「長寿会」   

        活動場所：元石川船頭自治会館・あざみ野四丁目南公園(もぐら公園) 
月例会（そば、うどん打ち/休止中）他、誕生会を年４回。グラウンドゴルフは月に
８、９回、健康麻雀は毎週４回。将棋・カラオケ・ラジオ体操も開催。 年会費 500
円。 

   
 

新石川下谷地区老人会「勢葉会」   

        活動場所：新石川小学校校庭・国学院大学学生食堂 

食事会年４回・グラウンドゴルフ（練習月１回、大会年６回）・公園清掃年４回。自治
会活動に積極的に参加し、友愛活動なども行っています。 年会費 1,200円 
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ケアプラザ名 住  所 電話番号 

美しが丘地域ケアプラザ 美しが丘 4-32-7 045-901-6665 

大場地域ケアプラザ 大場町 383-3 045-975-0200 

たまプラーザ地域ケアプラザ 
新石川 2-1-15 

たまプラーザテラスリンクプラザ４F 
045-910-5211 

地域ケアプラザは、誰もが住み慣れたまちで、安心して暮らせる地域をつくっていく

ための拠点として、地域の福祉・保健活動を支援し、福祉・保健サービスなどを身近

な場所で総合的に提供する施設です。 

山内地区とは… 
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【マークの見方】 ☆子育て事業…     ☆高齢者事業…   ☆どなたでも事業‥ 

 

 

 

 

活動名 内  容 開催日時 料  金 

アトリエ美しが丘 

ぬり絵くらぶ 

コーヒーを片手に交流。ご本

人のペースでぬり絵が行えま

す 

第４水曜日 

14：00～16：00 

（変更月もあります） 

100円/1回 

 

坂の途中の 

寄り道カフェ 

健康講座と様々な催しの開

催。参加者同士の親睦も！！ 

第２水曜日 

13：30～15：30 

100円/1回 

 

歌謡の会 アコーディオンの伴奏で、歌

って・聴いて・見て楽しめま

す 

第３火曜日 

10：00～12：00 

無料 

 

うたのひろば 歌を通じて、地域の方々の親

睦も目指している場所です 

第４月曜日 

（奇数月に開催） 

13:30～15：00 

無料 

 

介護者のつどい 介護をする側の癒しの場 

（たまプラーザ地域ケアプラザ 

と共催） 

第４木曜日 

（概ね奇数月に開催） 

13:30～15:00 

無料 

３B体操 未就園児とその保護者を対象

にした、親子のふれあい体操

教室 

木曜日（隔週） 

10：30～11：30 

（１クール８回： 

年３回開催） 

2,400円/1クール 

美しが丘地域ケアプラザ 

ケアプラザでも、地域に向けて居場所づくりを実施しています。 

今回紹介する活動は、ケアプラザが主催している活動の一部です。地域にはボラン

ティアさんや行政機関、一般企業などが主体となり開催している魅力的な活動がた

くさんあります。活動をお探しの方がいらっしゃいましたら、ご紹介や必要によっ

て活動の立ち上げのご協力をさせて頂きます。 

是非お気軽にお問い合わせください！！ 

山内地区居場所探しキャンペーン 

6



  

 

 

 

 

 

活動名 内  容 開催日時 料  金 

さくらんぼひろば 未就園児向けの親子の「遊び

のフリースペース」です 

第１木曜日 

10：00～11：30 
無料 

介護者のつどい 介護をする側の癒しの場 

 

 

第４木曜日 

10：00～11：30 

無料 

カフェかやのき 認知症についての情報交換や

頭を使ったレクリエーション

や体操 

第１木曜日 

13：30～14：30 

無料 

スクエアステップ 歩く脳トレ体操。楽しくステ

ップを踏みながら頭も使いま

す 

第２・４金曜日 

15：00～16：15 

250円/1回 

 

健身操 椅子を使って手軽にできる体

操です 

第２・４木曜日 

15：10～16：00 

300円/1回 

 

活動名 内  容 開催日時 料  金 

プラぶらっとカフェ

なつかしシアター 

懐かしい映像を見ながら、ホッ

とした時間を過ごしませんか 

第４金曜日 

①13：30～ 

②14：30～ 

100円/1回 

介護者のつどい 介護をする側の癒しの場 

（美しが丘地域ケアプラザ 

と共催） 

第４木曜日 

（概ね奇数月に開催） 

13:30～15:00 

無料 

スマイル♡ママ はじめて育児のひと息タイム 

 

毎週火曜日（全 4回） 

10：00～11：30 

無料 

おやこでリトミック 手遊び・うた遊び・リズム体

操を親子で楽しみましょう 

第４水曜日 

10：00～11：30 

無料 

おりがみサロン 

 

季節の折り紙を折りに来ませ

んか 

第３木曜日 

14：00～16：00 

100円/1回 

 

大人のぬり絵 色に囲まれて、明るい気持ち

でひと息しませんか 

第４木曜日 

14：00～16：00 

100円/1回 

大場地域ケアプラザ 

【お知らせ】 

☆新型コロナウィルスの関係で、急な活動の中止や人数制限、マスクや消毒などのご協力な

どをお願いさせて頂く事もございます。ご興味のある活動がございましたら、ケアプラザま

でお問い合わせ頂けると最新状況をお伝え出来るかと思います。 

たまプラーザ地域ケアプラザ 
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事務局だより           
 

２年ほども前のことになりますが、このふくし山内の紙面で「下流老人」を話題にした

ことがありました。青葉公会堂での講演では、日本の単身高齢者の多くがこの下流老人だ

という話でした。単身高齢者の男性で３６％、女性で５６％がこの「下流老人」だという

のです。この老人たちは生活保護程度かそれ以下の収入で生活されているそうです。役所

に相談すれば当然に生活保護を受けられる方もいるのですが、得てして地域社会との関係

性が薄く、気軽に相談する相手もいないため遠慮がちに生き、支援を受けたくとも言い出

せずに躊躇してしまう人たちだというのです。家族や友達もなく一人部屋に引きこもりテ

レビを見て一日過ごすのでしょう。 

私は長く民生委員をしてきて、この話が気になって仕方がありませんでした。それがこ

の「山内地区居場所探しのキャンペーン」を始めた動機です。 

 

 さて、当社協では、現在ホームページを準備中です。来年１月には公開できる見込みで

す。インターネットを開き、「山内地区社会福祉協議会」を検索してください。 

広報誌「ふくし山内」にいつでも触れることができます。また少しずつ山内地区社協の話

題も増やしていきたいと考えています。ご期待ください。 

 

 

編 集 後 記 
  

何年前になるか、柿生に行ったことがあった。商店街を歩いていると、幟
のぼり

が立ってい

る。何気なく眺めると「禅寺丸まつり」と書いてあった。禅寺丸というのは柿の名だそう

で、商店の人に聞くと、何年も前からこの祭りが行われているという。近くの寺で甘柿が

発見され、鎌倉の昔から今に伝わるのだという。調べてみると星宿山蓮華院王禅寺がその

寺だった。原産の柿で、別名王禅寺柿、日本最古の甘柿だ。鎌倉時代、1214年のことだ

そうで、山中に自生していたものが偶然に発見された。昭和の初めには柿生だけでも 9千

本もの禅師丸柿が栽培されたそうだが、昭和 40年頃新品種の富有柿などが出回ると、市

場から姿を消した。種が大きく果肉に木目状の斑点がある柿で、私も子供の頃に手にした

記憶があった。往時は名古屋辺りまで出荷していたというから、当然食べたこともありそ

うな柿であった。山内地区のことなどいろいろ考えているうちに、そんな柿の話を思い出

した。王禅寺は、つい先の山向こうだ。GoToで少し足を延ばせば、簡単に行くこともで

きる隣町である。平成７年に「柿生禅寺丸保存会」が発足し保存・栽培に乗り出したとい

う。幟
のぼり

はこの保存会のもので、伝統というものはやはりこうして大事に保存し、育成し

て行くものだとつくづく思う。 

カレンダーは残り少なく、やがて新しい年がくる。暦の上ではもはや立冬も過ぎ、冬に

向かってまっしぐらという日々である。そんな中、感染症がまた再び蔓延の兆しで、マス

コミは第 3波到来かと姦しい。気温が下がる冬にはコロナが猛威を振るうといわれていた

が、心配である。３密を避け、マスクに手洗いとすっかり身についたマナーをお題目のよ

うに口にして、おとなしく感染症の猛威をやり過ごすしか手はなさそうな気配である。 

皆様には一層ご自愛の上良いお年をお迎えいただけますようお祈りし、筆をおかせてい

ただきます。  

＜會田勇治＞ 
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