
令和元年度 賛助会費募金 

ご協力いただき ありがとうございました 

今年度は中川地区の皆さんから、目標額の約２倍（1,039,200 円）の募金があり、中川地区社協には、この額の半分

（519,600 円）が還元されました。地域における社会福祉活動の貴重な財源として活用させていただきます。今後共変

わらぬご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。  

                             中川地区社会福祉協議会会長 石田 五十六 

自治会町内会名 目標額(円) 実績額(円) 自治会町内会名 目標額(円) 実績額(円) 

あおば自治会 13,000 13,000 グリーンハイム弥生台Ｃ自治会 12,000 12,000 

岡津新町町内会 19,000 94,900 西が岡第一自治会 24,000 23,000 

岡津西部町内会 15,000 57,300 西が岡第二自治会 28,000 28,000 

岡津第一町内会 36,000 71,000 西が岡第三自治会 32,000 32,000 

岡津第二町内会 36,000 34,700 ルネ戸塚弥生台自治会 17,000 54,000 

岡津第三町内会 28,000 72,000 領家自治会 89,000 89,000 

岡津第四町内会 43,000 131,900 桂坂自治会 21,000 21,000 

グリーンハイム弥生台Ａ自治会 19,000 19,000 みやこの杜自治会 20,000 20,000 

弥生台自治会 52,000 255,400 グレーシア山手台自治会 7,000 7,000 

グリーンハイム弥生台Ｂ自治会 4,000 4,000 合  計 515,000 1,039,200 

さつまいも掘り体験と芋煮会 

（里山夢プロジェクト報告） 

さわやかな秋空となった１１月４日（月）、里山でおよそ８

０名の方が参加して、さつまいも掘り体験が行われました。

祝日のこの日、多くの方がご家族で参加され、いも掘りに

挑戦しました。用意した２畝は３０分ほどできれいに堀上が

り、まだやりたいと残念そうでしたが、収穫したおいもを

みんなで分けて持ち帰るその重さに笑が溢れるようでし

た。来年、また楽しんでね。 

 

穏やかな秋晴れの１１月１７日（日）に、「芋煮会」が里山で開かれ

ました。毎週火曜日に集まって行ってきた野菜作り、秋から冬にか

けて美味しい里芋や大根、長ネギなどの野菜を育て収穫した旬

の味を芋煮にして地域の皆さんで楽しみました。なお、芋煮会は

今年で３回目です。 

１１時開始の頃には家族連れの方々や大勢の人々が集まり、芋

煮を配食するときには長い列ができて、盛りつけが間に合わな

いほど。参加者約１５０名、額田区長や区の方々も参加いただき、

食事を共にしながらおしゃべりをしたり、子ども達と遊んだり皆さ

んそれぞれ秋の一日を楽しんでいるようでした。 

（記事：岩波、写真：市原） 

編集後記：平成から令和と元号が変わった最初の新年会。これから平和で穏やかな時が続くことを願っているが、実際は逆

でこの頃非常に荒れた天候が続いている。これは炭酸ガスの増加による地球温暖化のせいと言われていて、これを防ぐに

は地球全体での取り組みが必要とされている。今はただこれを願わざるを得ないのが現状である。    （担当：恩澤） 

 

地 区 社 協 だ よ り 

  

      

 

～令和２年「中川地区新年祝賀会」～ 

令和２年の「中川地区新年祝賀会」が１月 11 日（土）、中川地区センターで盛大に催されました。 

この日は中川連合町内会に所属する単位自治会・町内会の役

員をはじめ、来賓の額田樹子・泉区長、馬場勝己・泉区連合町内会

会長会会長、大貫芳夫・泉区社会福祉協議会長、また泉区選出の

市会、県会議員、区役所、警察、消防、学校、各種団体の関係者な

ど勢揃い。第１部の式典では、初めに石田五十六中川連合町内会

副会長が「昨年は自然災害が多かったが幸いにも中川地区では

大きな災害はなく、ふれあい祭りや

その他の多くの行事で住民がともに

助け合い地区の発展に尽くした。これ

からも、ともに手を携えて中川地区の

発展のため努力したい」とあいさつ。また、額田区長はじめ来賓の方々からも「より良い中

川地区づくりのために、より一層頑張って下さい」と、励ましのエールが送られた。 

第２部の祝宴では、料理やお酒の並んだテーブルを囲み、全員で乾杯。岡津囃子連の獅

子舞いや詩吟、日本舞踊、岡津太鼓の演奏など、新春を彩る出し物が祝賀会を大いに盛り

上げる中、歓談と交流の楽しい一時を過ごしました。                   （記事、写真：恩澤） 

令和元年 12 月から中川地区の民生委員・児童委員に下記の方が就任しました 

氏 名 （担当地区名） 電  話 氏 名 （担当地区名） 電  話 

萩原 勝治     （岡津第一） 811－5917 中野 みどり       (西が岡第一) 812－5975 

吉崎 任   （岡津第二・あおば） 080-7231-1215 岩波 美佐子       (西が岡第二) 812－3877 

北島 良三     （岡津第三） 811－5095 早坂 美津子       （西が岡第三） 812－5875 

石川 あさ子    （岡津第四） 811―0870 石塚 敏久        (みやこの杜) 813－8874 

北岡 順子     （岡津西部） 813－6364 小林 由美子      （弥生台第一） 811－8746 

松本 勝明     （岡津新町） 813－0527 （欠員）      （グリーンハイムＡ）  

岩田 千春   （グレーシア山手台） 814－4016 森 則子          （弥生台第三） 812－2319 

田中 静子      （桂坂） 812－9275 （欠員）        （グリーンハイムＢ・Ｃ）  

（欠員）       （領家 1・2）  宇田川 房江     （弥生台第五） 813－5239 

齋藤 悦子        （領家 3・4） 813ー3845 泉水 玉美      （主任児童委員） 811－2020 

浅田 乾二    （ルネ戸塚弥生台） 813－6187 高橋 みゆき   （主任児童委員） 813－6378 
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岡津地域ケアプラザがオープン 
12 月 1日に岡津町に泉区内で 7 館目の地域ケアプラ

ザができました。 

ケアプラザは次のような役割をもっています。①地域

の住民の活動をサポートします。②身近な相談窓口とし

て、地域に暮らす住民の暮らしをサポートします。③日常

生活の支援のための活動や、担い手づくりの支援を行い

ます。 

 この日以前、中川地区は新橋地域ケアプラザの管轄

になっていましたが、岡津町（一部を除く）、西が岡、領

家、桂坂の各町内会、自治会が新しい岡津地域ケアプラ

ザの管轄に

なりました。

なお、岡津西

部町内会とみ

やこの杜自

治会は従来通り新橋ケアプラザの

管轄、弥生台はいずみ野地域ケア

プラザの管轄となりました。 

 地域ケアプラザは、誰でも利用

でき、地域における福祉・保健の拠

点となる施設です。地域の身近な

相談窓口として、ご利用ください。 

杜の郷秋祭り 
台風も過ぎ去り、秋風が清々しい１０月２７日(日）、ＮＰＯ

法人中川コミュニティーグループを中心に、泉区ロータ

リークラブ、地区町内連合・社協の協賛のもと、「地域と

の共生」をスローガンに、第 4 回浅右衛門農場ふれあい

祭りが、浅右衛門農場及び杜の郷中庭で周辺地域から

の１５０名を超える参加を頂き、盛大に開催されました。 

自家製焼き芋・焼きそば・水あめ・綿あめに舌づつみを

打ちながら、杜の郷の子供達と地域の人達が一緒になり、

バルーンパフォーマンスや万華鏡作りを楽しみました。又、

吃驚・・・・子供達の飛び入りギター生演奏もあり、祭りを一

層盛り上げていました。 

ほんのひと時ですが、杜の郷の方々と地域の人達が

「ふれあい」「お互いを知る」良い機会になったのではと

感 じ て

います。 

来 年

も「浅右

衛 門 農

場 ふ れ

あい祭り

（IN 杜の

郷） 」や

ります。多く方々の参加お待ちしております。 

            （記事：浅田、写真：恩澤） 

永明寺サロン 
 平成 16年にスタートした永明寺別院サロンも、今年で１

5年を経過しました。 

子育てママさん、障がい者、高齢者の参加で、異世代

交流サロンとして活動を始め、2 ケ月後から岡津小学校

の生徒さんが加わり、60 名を超す多人数サロンとなりま

した。それ以降高齢者の参加が減ったり、岡津小学校は

参加学年が 6 年生から 3 年生に変わったり、子育てママ

さんの参加が、待機児童“０”政策で激減したり、紆余曲折

はありましたが、12 月には「お寺で開くクリスマス」のプ

ログラムで、子育てママさんも 5 組も集まり、総勢約 70

名の皆さんが歌にゲームにと、楽しいひと時でした。キャ

ッチフレー

ズ も 異 世

代交流か

ら、多世代

交 流に 代

わり、これ

まからも地

域 の い ろ

んな世代

の交流の

場として、

活 動 し て

いきます。皆さんも、ぜひ遊びに来てください。 

                         （記事、写真：石田） 

一人暮らし高齢者の食事会 
 １０月５日（土）、中川地区民生委員児童委員協議会主

催の「秋の食事会」が新橋地域ケアプラザの多目的ホー

ルで行われました。 

 この催しは民生委員児童委員が一人暮らし高齢者を

招待する「食事会」で春と秋に開催されています。当日

は朝から強烈な日差しの真夏日になりましたが、６５人ほ

どの参加をいただきました。 

 第１部は、「救急車の適正利用」をテーマに、泉消防署

救急担当課長の福田さんに講話いただきました。救急車

を要請する際には「#7119」に連絡すると医療担当師によ

りアドバイスしていただけること、日常生活で一番注意

すべきは自宅

などでの転倒

であることな

どについてわ

かりやすいお

話をいただき

ました。 

 今回の昼食

は、「恒春ノ郷」の協力をいただき用意しました。食材、味

付けなどに心配りされた和のお弁当で完食される方も

多く好評でした。 

 第２部は、領家在住

の出口淳子さん（クラリ

ネット）と高校生の息子

さんの英樹さん（チェ

ロ）によりチェロ&クラリ

ネットによる演奏を堪

能しました。           （記事：光栄、写真：山崎） 

わが街散策ツァー 
11 月 30 日(土)、中川地区社協主催の「わが街散策ツ

アー」が実施され、20名の方が参加されました。 

今回のツァーのテーマは「公園名で知る、岡津の古い

地名」です。9 時に中川地区センターを出発し社協の石

田会長の説明を聞きながら、新橋宮古公園、新天神の森

公園、清治ヶ谷公園、岡津宮の谷公園、岡津第一公園、鷹

匠町公園を巡

りました。土地

開発により多

くが宅地化し

た現在ですが、

公園の名前に

昔の様子が残

されています。 

 

「鷹匠公園」はその名の通り、江戸時代に鷹狩が行わ

れていたと伝えられています。昔の人々の暮らしに思い

を馳せながら、晩秋の公園を巡りました。ゴールの三嶋

神社では、岡津中学校の吹奏楽部の素晴らしい演奏を聴

き、心が温まる散策ツアーとなりました。平成 17 年に始

ま った散

策 ツ ァ ー

も今回で

2９回目と

な り ま し

た。今後も

沢山の方

の参加を

願ってい

ます。           （記事：深津、写真：市原） 

 

第 20回中川ふれあいまつり 

 11月 9日・10日の両日にわたって、第 20回の「中川ふ

れあいまつり」が開催されました。第 1 日目の 9 日は、

「子ども将棋、オセロ大会」と銘打った初めての試みに、

多くの小学生が参加してくれました。終了後はそれぞれ

表彰式があり、まずは大成功でした。翌 2 日目は、好天に

恵まれ、推定 3500 名の来場者でにぎわい、各模擬店は

大忙し、いつも好評の、焼きそば、焼き鳥に豚汁と皆さん

舌づつみ、

恒例にな

っ た 熊 本

名物「いき

なり団子」

も 早 々 と

売 り 切 れ

になりまし

た。復興支

援で販売

したお酒などの売上利益、および、子どもコーナーの募

金など、合計約３５００円を泉区社会福祉協議会を通じ、

日本赤十字社に今年度の被災地の見舞金として持参し

ました。皆さんの暖かい志に、深く感謝申し上げます。 

                （記事：石田、写真：市原） 

 

イベント情報 

1．第２２回泉区社会福祉大会・・・・・・・・・・・・・・・・2 月 28日（金） 

2．ボラティア講演会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月 7 日（土） 

3．春の散策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月 28日（土） 

4．一人暮らし春の食事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月 9日（土） 

5．社協総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 月 16 日（土） 

施 設 紹 介 

行 事・サロン 
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