
ライフサポート隊を支援してくださる方を、募集しています。 

 

Ｑ ライフサポート隊って何しているの ？ 

Ａ 中川地区にお住いの高齢者、障がい者の方

などを対象に、庭の手お入れや、家具の移

動、電球の取替などをお手伝いする、地域福

祉活動です。 

 

Ｑ 年間、どれくらいの依頼があるの ？ 

Ａ 年間 約１２０件程あり、高齢化に伴い依頼件

数は、益々増える傾向です。 

依頼内容は、庭木の剪定や草取りが大半を

占めています。 

 

Ｑ 何人くらいの人が活動しているの ？ 

Ａ 登録いただいているのは３０名強で、う    

ち約 3割が女性の方です。活動は午前   

中が中心で、1回 2時間～3時間程度で      

す。 

 

Ｑ 報酬はあるの ？ 

Ａ ボランテア活動なので原則無報酬ですが、人

数と作業時間により異なりますが、作業代と

して、1 回 ＭＡＸ ５，０００円を頂いていま

す。その収入で必要な用具などを購入した

後、余剰金でその人の年間の活動日数に応

じた額を、交通費としてお渡ししています。 

 

あなたも参加してみませんか！ 

 

お問い合わせは、以下の通りです。ご連絡をお待ちしています。 

  岡津地域ケアプラザ  ８１２－０６８５ 

             新橋地域ケアプラザ  ８１３－３３８０ 

 ライフサポート隊   ０８０－９２６１－８０００（土屋） 

                        ８１１－４１９８    （熊耳） 

                        ０９０－２４２３－２９３１（石田） 

 

 

編集後記：令和３年年明け。昨年からの新型コロナウイルスに日常生活が脅かされる中、世界の科学者が一丸となりワクチン 

治療薬の開発に全力で取り組み、一抹の光明が見えてきています。でも我々の日常が昔に戻ることはありません。 

新しい生活スタイルが求められています。一人一人が今を認識し、何をなすべきかを考え実行する時である。 （担当：浅田） 

 

                                                

地 区 社 協 だ よ り 

  

      

 

 

 

第１回岡津地域ケアプラザ祭り開催報告 

11 月 14 日（土）に、開所して初めてのケアプラザ祭りを開催しまし

た。 
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の入替制とし、当日は来場者すべての方に検温と手指消毒を実施しました。 

『子ども縁日』では、射的・ヨーヨーつり・スーパーボールすくいを行い、地域の親子連れや小学生に楽しんでいただ

きました。また『血管年齢・簡単鉄チェック』では、クリエイト SD に測定のご協力いただき、測定後は個別相談をされて

いる方が多く見られました。駐車場では、『里山夢プロジェクト』の畑で採れた里芋の販売や、焼き芋の販売があり多く

の方にご購入いただきました。また地域にある障害事業所『わいわいクラブ』のテントでは、焼き立てのパンや焼き菓
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催できたお祭りでした。 

昨年１２月に開所後間もなくして、新型コロナウイルスの感染が拡大
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（記事、写真：岡） 
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わが街散策ツアー ～道祖神と石塔を訪ねて～ 
12 月 5 日(土)、中川地区社協主催の「わが街散策ツアー」を実施、16

名の方が参加されました。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中川地区に存在する道祖神や石塔を訪ねて歩

きました。 

道祖神は、名前の通り道を守る神様で、道中の安全を守り、集落に邪

気や悪霊が入ってくるのを防ぐと信じられていました。道祖神の他にも、

お地蔵様、馬頭観音，庚申塔などが数多く残されています。近年、宅地造

成が進んだため、いくつかがまとめられ公園や住宅地の一角に保存さ

れています。ツアーの出発点である中川地区センターの駐車場にも何

点かが残されていました。人々の安全な生活を願い建てられたこれら

の道祖神や石塔は、コロナ禍の終息を願う今の人々の願いとも通じるところがあるのではないでしょうか。 

途中雨に降られましたが、全員ゴールできました。雨のため、ゴール地点の三嶋神社での岡津中学校合唱部の演奏が中止とな

り残念でした。この日のため準備していただいた岡津中学校合唱部の皆様ありがとうございました。 

                                                                                      （記事：深津、写真：恩澤） 

里山夢プロジェクト ～活動報告～ 

「みんなで、みんなのふるさとを！」をキャッチフレーズに、

野菜作りを通じて、健康づくり･生きがい作り･担い手作りに取り

組んでいます。 

★さつまいも掘り体験会 

年間の三大イベントの第二番目の『さつまいも掘り体験会』を

10月25日（日）に実施。昨年の８０名に対して、コロナ禍の行事に

もかかわらず１６４名の参加者をお迎えできた。 

想定以上の人数であり、密を避けるために親子連れではできる

だけ子供たちにさつまいも掘りを経験して頂いた。大きなさつ

まいもを掘り上げるたびに聞こえる歓声と笑顔がこぼれる１日

でした。 

★第１回岡津地域ケアプラザまつりに里山夢プロジェクトが出店 

畑で収穫した里芋とサツマイモの焼き芋販売の店を 11 月 14 日（土）に出した。袋詰めした 100 袋の里芋、100 本の焼き芋は焼

き上がるそばから飛ぶように売れて行く。一人で 2,3本と買い込む方もおられたので途中から 1本に制限させていただいた程。

それでも芋が不足し、買出しに行く始末。来年の課題が増えました。 

★さといも掘り体験と野菜の即売会 

第三番目のイベント『さといも掘り体験と野菜の即売会』を 11

月 15 日（日）に実

施。例年ならば『芋

煮会』ですが、コロ

ナ禍のため食事

なしのイベントに

衣替え。 

晴天に恵まれ、

約 70 名の参加者

がありました。今

年は、「サトピー」

のゆるキャラが新

登場。イベントの盛

り上げに一役買っていました。親子での参加者も多く、さといもを収穫する子供達の歓声が会場を明るくしました。今年は畑の一

角に用意した西が岡小学校の耕地に大根やラディッシュも育ち生徒達が一生懸命に収穫していました。 

                                                            （記事、写真：土屋） 

 

中川地区社会福祉協議会ホームページを 

リニューアルしました 

中川地区社会福祉協議会は、ご近所で助け合えるまちを目指して、身近な地域の中で福祉保健活動を推進するとともに、

地域のみなさんがお互いにふれあい交流することを目的としてサロン活動やイベントの開催など様々な活動を行ってい

ます。 

 こうした活動の様子、福祉に関する情報、地域のイベントや活動紹介などは、ご覧の地区社協だより「なかがわ」により、

自治会・町内会の回覧を通じてみなさんにお届けしています。 

しかし、現役世代の中にはゆっくり回覧板を見ていないという世帯も多く、より多くのみなさんに情報をお伝えする選択

肢の一つとして、中川地区社協のホームページをリニューアルしました。  

新しいホームページはページごとに地区社協の組織や重点事業の内容を分かり易く、写真やマップなどもまじえて紹

介しています。 

イベントのお知らせなども随時更新し、よりスピーディーに、また、地区連合町内会や関連施設の情報等についても連携

して、より広範囲にお届けしていますので、ぜひ、ご覧ください。 

（齋藤） 

中川地区社会福祉協議会ホームページ 

http://network.shakyo-iy.or.jp/chiiki_act/301/301_1.html   

 

 

令和 2年度 賛助会費募金 にご協力いただき  

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、賛助会費合計 1,032,400 円をいただき、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 47,200 西が岡第一自治会 27,000 23,000 

岡津西部町内会 15,000 46,000 西が岡第二自治会 28,000 27,000 

岡津第一町内会 35,000 57,000 西が岡第三自治会 32,000 32,000 

岡津第二町内会 36,000 40,000 ルネ戸塚弥生台自治会 17,000 47,000 

岡津第三町内会 28,000 85,100 領家自治会 90,000 87,000 

岡津第四町内会 43,000 183,100 桂坂自治会 21,000 22,000 

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 19,800 

弥生台自治会 53,000 260,800 グレーシア山手台自治会 9,000 7,000 

グリーンハイム弥生台Ｂ自治会 4,000 4,000 合  計 521,000 1,032,400 

                           実績額合計           1,032,400円 

                                                      中川地区社協への還元       516,200円 

                                                      泉区社協             516,200円 

西が岡小学校生徒 

サトピーのゆるキャラ 
西が岡小学校生徒 

http://network.shakyo-iy.or.jp/chiiki_act/301/301_1.html
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中が中心で、1回 2時間～3時間程度で      

す。 

 

Ｑ 報酬はあるの ？ 

Ａ ボランテア活動なので原則無報酬ですが、人

数と作業時間により異なりますが、作業代と

して、1 回 ＭＡＸ ５，０００円を頂いていま

す。その収入で必要な用具などを購入した

後、余剰金でその人の年間の活動日数に応

じた額を、交通費としてお渡ししています。 

 

あなたも参加してみませんか！ 

 

お問い合わせは、以下の通りです。ご連絡をお待ちしています。 

  岡津地域ケアプラザ  ８１２－０６８５ 

             新橋地域ケアプラザ  ８１３－３３８０ 

 ライフサポート隊   ０８０－９２６１－８０００（土屋） 

                        ８１１－４１９８    （熊耳） 

                        ０９０－２４２３－２９３１（石田） 

 

 

編集後記：令和３年年明け。昨年からの新型コロナウイルスに日常生活が脅かされる中、世界の科学者が一丸となりワクチン 

治療薬の開発に全力で取り組み、一抹の光明が見えてきています。でも我々の日常が昔に戻ることはありません。 

新しい生活スタイルが求められています。一人一人が今を認識し、何をなすべきかを考え実行する時である。 （担当：浅田） 

 

                                                

地 区 社 協 だ よ り 

  

      

 

 

 

第１回岡津地域ケアプラザ祭り開催報告 

11 月 14 日（土）に、開所して初めてのケアプラザ祭りを開催しまし

た。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今までのような形でのお祭

りの開催は出来ませんでしたが、421 名の方にご参加いただきました。 

中川連合町内会と中川地区社会福祉協議会のご協力のもと、ケアプ

ラザ祭り実行委員会を開催し、開催の可否や内容について検討を行

い、地域のイベントや行事が中止となっている状況ではありましたが、

最大限の感染症防止対策を行った上で開催する運びとなりました。 

密を避けるため、事前にブースごとに整理券を配布し、時間ごとで

の入替制とし、当日は来場者すべての方に検温と手指消毒を実施しました。 

『子ども縁日』では、射的・ヨーヨーつり・スーパーボールすくいを行い、地域の親子連れや小学生に楽しんでいただ

きました。また『血管年齢・簡単鉄チェック』では、クリエイト SD に測定のご協力いただき、測定後は個別相談をされて

いる方が多く見られました。駐車場では、『里山夢プロジェクト』の畑で採れた里芋の販売や、焼き芋の販売があり多く

の方にご購入いただきました。また地域にある障害事業所『わいわいクラブ』のテントでは、焼き立てのパンや焼き菓

子の販売の他、とても可愛い手作りの製品の販売がありました。 

当日は、中川連合町内会と中川地区社協より１９名の方がお祭りの開催に携わっていただき、地域の皆様と一緒に開

催できたお祭りでした。 

昨年１２月に開所後間もなくして、新型コロナウイルスの感染が拡大

し、3 月から 5 月までは、残念ながら休館となってしまい、なかなかケア

プラザに足を運んでいただく機会も、また周知する機会もほとんど持て

ませんでしたが、今までケアプラザに足を運んだことがなかった方に

も、ケアプラザに来ていただく機会となりました。 

ケアプラザは、赤ちゃんから高齢者、障害のある方でもどなたでも利用

できる施設です。様々な方を対象にした自主事業の開催のほか、身近な

地域の相談窓口としての機能があり対象を問わず相談をお受けしてお

ります。地域の身近な福祉・保健の拠点として、ぜひケアプラザをご利

用ください。 

（記事、写真：岡） 
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