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若葉台地区社協だより 
平成３１年２月２５日  №１２１ 

発行／若葉台地区社会福祉協議会 

会長 熊谷 善友 

旭区若葉台３－２ 連合自治会館内 

 

 

賛助金ありがとうございました 
（会長 熊谷善友） 

日頃より若葉台の住民の皆さまのための福祉

にご尽力いただくとともに、地区社協の活動にご

理解とご支援を賜りましてありがとうございます。 

 １月～２月にかけて住民の皆さまからお預かり

した賛助金の報告をさせて頂きます。お預かりし

た賛助金は、みんなあつまれ、高齢者交流会、孫

子老の日、障がい児・者理解作品展などの行事、

地域のボランティア団体等への助成、地域福祉課

題解決推進等の活動財源として使わせて頂きます。 

ご協力頂いた皆さまには、この場を借りて改め

てお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

２月１４日現在 

自治会名 賛助金額 

第一自治会 １０５，１００円 

東自治会 １０９，６００円 

二丁目南自治会 １７３，３００円 

北自治会 １１３，４００円 

中央自治会 ６２，７００円 

とちのき自治会 ７６，６００円 

ゆりのき自治会 ３３，０００円 

西自治会 ４０，５００円 

もみじ自治会 ５８，２００円 

あかね自治会 ４６，１００円 

また、募集時にお伺いしたご意見については、

その内容を検討して地区社協単独でできるものは

速やかに取り組んでまいります。その他関係組織

との調整が必要なものについてはご意見をお伝え

すると共にその実現に向けて働きかけを行ってま

いります。また同時に地区社協に対する感謝・激

励の言葉も数多くあり地区社協役員・理事の活動

の励みになります。頑張ります！ 

※収支報告は６月号に掲載します。 

賛助金募集時に添えられていたご
意見のまとめとそれに対する提言 

（副会長 太田正廣） 

賛助金募集時に頂いた提言から若葉台地区

社協が何をすべきかの視点を纏め検討を行っ

た内容を下記に記します。既に実行に移され

た内容も含まれていることお許し願いたい。 

１）本来の福祉の充実に力が注がれていない

と指摘されたことを含め、若葉台地区社協

には、以下の早急に検討すべき点がある。 

1-1)４大行事はもとより、社協年間行事を

見直す。雨天の場合でも実施可能で、

負担増が少ない内容を検討中です。 

1-2）賛助金を原資とした補助金各福祉団体

に配分するだけでなく、その活動内容

を見える化、可視化すべきである。「社

協だより」をより見やすい紙面にする

とともに、スマホ・ネットからも見や

すい環境を整える。 

1-3) 連合・地区社協・行政・ケアプラザ・

福祉活動Ｇの役割一覧表の作成を検討

する必要性がある。 

２）若葉台及び取巻く地域環境変化に対応す

る方策を策定し実施すべきである。特に認

知症対策・孤立化防止の仕組みを推進する。 

世代を超えた助け合いを認知症＝高齢者、

子育て＝若夫婦などからの既成概念から離れ、

支援を必要としている人達の発見と具体的な

方策の実施を行う。また若葉台でも若年者に

心身の病が発症していないか、引篭もりがお

きていないかを見出す方策の検討を行うべき

である。さらに親を介護する人へのサポ－ト

体制作りも必要である。独居者支援をケアプ

ラザ・ひまわり・老人会の友愛活動・自治会

福祉部等との連携が必要である。 
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具体的には、家族や近隣住民の目・耳・足

では守りきれない点を補完し自治体の施策と

自治会等の自助・共助努力と現代的情報端末

（ICT技術）活用の組み合わせを調査・研究し

実行に移す。特に利用費用と利用し易さが大

事である。見守り事業の一部は既にNPO若葉

台・ケアプラザ・民間企業等で事業化されて

いる。見守りの多重化を行うことにより一層

の確実な対策が実施できると思われる。 

認知症行方不明者の警察への届け出数は

(2017年警察庁)全国15,863人、神奈川県934人,

東京都1284人。団塊世代が75歳を迎える2025

年には全国で認知症者が700万人位（厚生労働

省）と予想されている。認知症者の全国割合

を若葉台に単純適用すると100人強の認知症

者が居ることが予想される。 

H29年度若葉台ケアプラザ運営協議会事業

報告書(H30.3.31総括表)によればSOSネット

ワ－ク若葉台登録者数は第1四半期１５名、第

2四半期１５名、第3四半期１６名、第4四半期

１０名である。きらっとあさひプラン・第３

期旭区地域福祉保健計画・目標Aに記されてい

る向こう三軒両隣に繋がるコミュニケ－ショ

ンの重要性を再確認する必要性がある。 

若葉台内にはなんでも相談室がケアプラザ

内に設置されているが、外部からはなかなか

見えずらく、地域における認知度が停滞して

いると思われるので、中央商店街の空き店舗

を一時的に借用させていただき、なんでも相

談室を中央に開設してはいかがだろうか。 

読売新聞社調査（2017.10.29）によれば孤

立死は年間(2016年)に19道府県＋東京都24区

で17000人超、神奈川県2947人(死亡者に占め

る割合は3.80%、東京都4287名（同5.58%）で

ある。若葉台独居者の生活確認と遠方家族へ

の連絡、ICTの有効活用が望まれる。 

３）福祉活動後継者の育成を図る。 

きらっとあさひプラン・第３期旭区地域福

祉保健計画・目標Dにはボランティアの育成が

明記されている。雨天等のため福祉関係イベ

ントが中止なると中学生３年生は福祉体験経

験が少なく卒業する。日程変更を含め実施内

容・方法などの検討が必要である。先ずは実

施日を晴天確立の高い日への変更が望まれる。 

さらに近隣大学等の学生・若年層が地域活

動への加わる機会を検討し提言・立案する。

また高齢予備者の地域デビュ－支援にはどの

ような仕組み・プログラムがあるか検討する

必要がある。介護タクシ－・配食サ－ビス・

ボランティア育成プログラムを作成する。こ

どもの貧困対応や障がい児への放課後デイサ

－ビスに近隣学生からの支援も仰ぐことも考

えられる。 

４）災害時の協力体制及び支援体制の整備。 

南海トラフを震源とする大地震発生確率が

大きいと言われて久しい。若葉台は比較的固

い岩盤と耐震設計により建物が建設された。

しかし高層マンション上階に住んでいる高齢

者・独居者・障がい児者が大災害時や火災時

の際に実際に安全を確保でき避難できるかを

早急に検討すべきである。 

 各自治会長にはその担当区域の災害時要援

護者名簿は配布管理要請されている。しかし

実際の災害時・火災時に援護実施可能である

かの検討を連合自治会・地区社協など合同で

行う必要性がある。合わせて大災害時に必要

な助け合いの具体策を検討する必要性がある。 

５）若葉台地区付近の高齢者向け施設の必要

性を調査・研究すると共に建設に向けた検

討をする必要性がある。 

若葉台近隣の高齢者向け施設の調査・検

討・提言をする。若葉台住民の６５歳以上が

５０%を越えるのが直近に迫り、２０２５年に

は団塊世代が７５歳を迎える。霧ヶ丘に高齢

者向け３施設が建設されており、３丁目賃貸

の流用等を含めた施設の検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

若 葉 台 接 骨 院 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 

午前 9:00～12:00 〇 ／ 〇 〇 〇 〇 〇 

午後 3:00～ 7:00 〇 ／ 〇 〇 〇 〇 ／ 

休診日 火・祝祭日 若葉台３－３－３ 

☎０４５－９２１－９６２１ 
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グループ翔「拡大写本の会」 
（代表者 伊藤福美子） 

視覚障がい者（弱視者）の方、大きい文字で

読みたい方の為に拡大写本作りをして若葉台地

区センターにて貸出しを行っているボラティア

グループ翔「拡大写本の会」です。平成３年秋に

誕生してから２８年目を迎えました。毎月２回地

区センターで定例会を開催しています。写本はす

べて眼に優しい手書きにて作成しています。 

今年度も若葉台地区社会福

祉協議会からの福祉団体助成金

で「１００歳の精神科医が見つ

けたこころの匙加減」（作高橋幸

枝）の拡大写本の作成を終えて地区センターに配

架しました。高齢者の心の問題に寄り添う珠玉の

一冊ですので是非読んでみてください。 

なお、地区センターに配架の拡大写本で貸出

回数の多いトップ１０は以下になります。 

順位 書名 作者 

１ ひとりが、いちばん 橋田寿賀子 

２ 女は三角 男は四角 内館牧子 

３ わたしの脇役人生 沢村貞子 

４ 鬼平犯科帳(2) 池波正太郎 

本所深川ふしぎ草子 宮部みゆき 

みみずくの日々好日 五木寛之 

こころの処方箋 河合隼雄 

８ 風 クラシック 池辺良 

六十代の幸福 俵萌子 

にんげんのおへそ 高峰秀子 

※代表者の伊藤福美子様

は、２月１６日開催され

た第８回きらっとあさひ

福祉大会において地域福

祉功労表彰されました。

おめでとうございます。 

 

「なんでも相談」への誘い 
（若葉台なんでも相談代表 高村 忠） 

若葉台地区社会福祉協議会（以下、地区社協）

より福祉活動を担っている団体が何をやっている

のか判らないという声が一般の人のみならず、社

協の理事の中からも聞こえてきている現状をふま

え、今回改めて皆様に「若葉台なんでも相談」の

活動についてお話してみたいと思います。 

皆様は連合自治会より発行さ

れているコミュニテイ新聞「みん

なの若葉台」の表題の右隣に毎回

「若葉台なんでも相談」の電話番号、活動曜日、

相談時間の表示があるのをご存知と思います。 

困り事の相談や若葉台の行事のこ

と、介護のこと、また不審な電話や手

紙が来たときの相談等多岐にわたる

日々日常的に発生する困り事の相談や身近なゴミ

出しの分類のことまで相談に応じています。 

当相談電話のバックアップにはケアプラザや地

区社協や民生委員の方とのチャンネルも生かしで

きるかぎり誠実に対応するように心がけています、

また即座に回答することができないときは備え付

けのパソコンで検索し折り返しご返事を差し上げ

ています。 

とにかく問い合わせの窓口と理解していただけ

れば良いと思います。電話は１日何度おかけにな

ってもかまいません。またおかけになる「９２４

－４５６０」の電話機にはナンバーディスプレー

機能は付いていません。また不在の時は留守電機

能で対応していますので名前と電話番号を入れて

下されば後ほどこちらからお電話を差し上げます。 

また相談に際して返電する必要があるときは電

話番号をお聞きすることの許可をいただいていま

す。相談員は守秘義務遵守のもとで活動していま

すので安心して電話をおかけください。 

電話の内容は前述の相談以外にも家庭内での親

子関係の悩みや夫婦間での悩み、一人暮らしで今

日この電話で始めて人と話しする等どんなことで

も結構ですので、人と電話で話すことで情緒が安

定したり、心に気づきを得て元気になっていただ

ければありがたいと思っています。貴方のお電話

をお待ちしています。勇気を出して受話器をとっ

てみてください。 

次回は「声の訪問」や「対面相談」についても

お話していきたいと思っています。 
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カフェわかばボランティア募集 
（副会長 峰松雅子） 

横浜市立若葉台特別支援学校(横浜わかば学

園)では、毎週火曜日～金曜日の１０時～１４時

３０分（金曜日は１３時）まで、市内で唯一の生

徒・職員による「カフェわかば」を運営していま

す。カフェでは生徒さんが作ったパン・クッキー

などを販売し、カウンターではコー

ヒーなどの飲物を提供しています。

カフェは地域住民の交流の場になっ

ています。運営は基本生徒さんが行っていますが、

困ったときの手助け・見守りをして頂ける「ふれ

あいボランティア」を募集しています。 

ご協力頂ける方は、峰松（９２２－２２９３）、

東海林（９２１－６４９７）までお願いします。 

 

お食事サロン「四季彩」 
（四季彩代表 亀山ヤエ子） 

若葉台も高齢の方々が増えましたが、まだまだ

元気！！健康寿命を維持するために色々な努力を

されている方々を日頃たくさんお見かけします。

若葉台の介護率が低いのも個々の努力があるから

とおもいます。仲間が元気な事は本当に嬉しい事

です。しかし、高齢になって一人の食事も時には

寂しさも感じますよね。私たち、サロン「四季彩」

は、第４木曜日ケアプラで、お昼ご飯を共にしな

がら会話を楽しんでおります。食後には外部から

演奏に来た方々と懐かしい唄を歌い、また手作り

品をつくり楽しんでいます。参加定員を少なくす

ることで話しやすく、お互いの顔がおなじみさん

になり次回も会えることが楽しみになります。 

関心のある方はお問い合わせください。 

（詳細は☎９２３－８８３１まで） 

※平成２７年度から地域包括支援センター（若葉台地域
ケアプラザ）との共催で開始された食事サロンです。 

≪振り込め詐欺にご注意を！≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０１８年の被害額） 

旭区     ７８件、 ２億１０００万円 

神奈川県 ２６０４件、５７億９８００万円 

※若葉台でも（１１月と１２月に１

件ずつ）２件の被害が発生してしま

いました。１０月までは０件で推移

していたので残念でなりません。 

※電話機は留守電モードに！ 

≪今後の予定≫ 

 高齢者地域見守り活動報告会 （３月３日） 

（事例報告、 講演：(福)大樹 山本一郎氏） 

 みんなあつまれ （５月５日） 

 

 

 【編集後記】 
社協だより121号をお届けします。今回は賛助金にご

理解頂き有難うございます。その時頂いた貴重なご意

見を役立て行ければと思っています。まだまだ寒い日

が続きますが健康には十分注意してください。（と） 

《編集委員》阿部昭子、入江ゆきよ、太田正廣、奥村利夫、 
熊谷善友、東海林知子、峰松雅子 (五十音順) 

※社協だよりへの掲載記事を募集しています。 
ご希望の方はお近くの地区社協役員または下記メー
ルアドレスまでお願いします。 
Mail: wakabadai.chikushakyou@gmail.com 

。 

わかば内科クリニック 

看護師パート募集中 
勤務条件 応相談  時給１,８００円以上 

内科外来・訪問診療 

診療時間 月～土  ９：００～１８：００ 

若葉台４－１２－１０５ ☎０４５－４６５－４８９７ 

☎045-922-0200 
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