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若葉台地区社協だより 
令和３年４月２４日  №１３４ 

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 

賛助金報告 
（会計 入江ゆきよ） 

地区社協の活動にご理解とご支援を賜りありがとう

ございます。皆様からお預かりしました賛助金は令和

３年３月末で約１００万円になりました。この賛助金

は今年度の様々な行事の費用、若葉台にある福祉団体

の活動の助成、現在あるいはこれから若葉台が抱える

福祉課題の発見・解決に向けての活動に大切に使わせ

ていただきます。そのためにも賛助金募集の際頂く皆

様からのご意見はみんなが暮らしやすい街を目指す地

区社協にとって大変貴重です。寄せられた意見・要望

は、関係団体へ働きかけ、解決に向けて推進してまい

ります。これからもご支援をよろしくお願いいたしま

す。ご協力頂きました皆様ありがとうございました。 

３月３１日現在 

自治会名 賛助金額 

第一自治会 １３３，６５２円 

東自治会 １１５，８００円 

二丁目南自治会 ２２２，２００円 

北自治会 １３２，０６１円 

中央自治会 ８２，５００円 

とちのき自治会 ９３，７００円 

ゆりのき自治会 ７０，２２０円 

西自治会 ６２，５００円 

もみじ自治会 ６１，５００円 

あかね自治会 ３３，２００円 

また、令和２年度は、以下の法人・団体の皆様にも

総額１２２，５４０円のご協力を頂きました。この場

を借りまして改めて御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。（敬称略、順不同） 

若葉台管理組合協議会、若葉台まちづくりセンター、

若葉台診療所、２２２内科クリニック、赤枝病院、ゆ

み歯科クリニック、橋本歯科、横浜調剤薬局、若葉台

地域ケアプラザ、星槎高等学校、ヴィンテージ・ヴィ

ラ横浜、トレクォーレ横浜若葉台、ウォーキングフィ

ールドアルク、サロン・ド・ボーテＪＯＹ、カットフ

ァイブ若葉台店、ヨコハマインドアゴルフ、若葉太

鼓、グループ翔「拡大写本の会」、霧が丘整形外科、

きりがおかマタニティクリニック、横浜創英大学、旭

住宅機器㈱、井原造園㈱、㈱ミルボード。 

≪横浜市社会福祉協議会 
会長顕彰受賞≫ 

サロンみんなあつまれ!! 

子育て中の親子を対象に、わらべ歌、手遊び、絵本

の読み聞かせ、講師による食育、親子リトミック等、

子育て支援をする多世代交流の場 (サロン)を提供し

ています。乳幼児の遊びを見守りながら、子育て中の

親同士が、ボランティアスタッフを交えて、子育ての

悩みを話し合う

ことを通じて、

子育てに伴う不

安や孤立を防止

して、若葉台に

おける健全な子

育て支援に大き

く貢献をされて

います。 

テクテクの会 

ハンディキャップのある子どもとその家族、そ

してそれを支えるボランティアが構成員であるの

がこの会の大きな特徴です。年に１度すてきな機

関誌を発行し、ゲームや料理、農作業やバスハイ

ク、きりたんぽ

の会と様々な企

画で楽しく交流

活動を繰り広

げ、若葉台にお

ける障がい児・

者の理解に大き

く貢献されてい

ます。 



暮らしの情報 (2) 

 

若葉台地区社会福祉協議会 
 

保存版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集会所 

みずき[第一、１－３棟]   ９２１－５２２９ 

ゆずりは[東 、１－１０棟]  ９２１－３００５ 

くぬぎ[くぬぎ、２－２棟]  ９２４－１０８８ 

けやき[第５、２－２２棟]  ９２１－５４２２ 

とちのき[第７、４－２１棟]  ９２２－１６１６ 

ゆりのき[第８、４－１１棟]  ９２２－０８０８ 

やまもも[第１０、４－３棟]  ９２４－２０１６ 

かえで[第１１、４－２棟]  ９２１－７３３７ 

もみじ[第１２、４－２８棟]  ９２１－７４５７ 

すだち[第１３、３－１０棟]  ９２２－９６２０ 

つばき[第１４、３－１１棟]  ９２１－９１２３ 

あけぼの[第１５、４－３２棟前]  ９２１－００４４ 

しらかし[賃貸、３－７棟]  ９２２－１５４１ 

若葉台連合自治会[３－２棟]  ９２２－５５０５ 

教育機関 

若葉台小学校     ９２１－５２４５ 

若葉台中学校      ９２１－１０６０ 

若葉台特別支援学校   ９２３－１３００ 

星槎高等学校      ４４２－８６８６ 

若葉台保育園      ９２１－３１６１ 

オーセルわかば幼稚園   ９２１－２５２５ 

プレスクール若葉台幼稚園  ９２１－３２２３ 

わかばの森保育園   ９２４－０１７７ 

若葉台学童保育所  ９２２－４９６５ 

霧が丘高等学校   ９２１－６９１１ 

公共インフラ 
若葉台郵便局         ９２１－４４５０ 

横浜銀行若葉台支店      ９２１－２２３１ 

スルガ銀行          ９２２－１３１１ 

電気（東京電力） ０１２０－９９５－７７１ 

ガス（東京ガス） ０５７０－００２－２１１ 

水道（横浜市水道局）   ８４７－６２６２ 

電話（ＮＴＴ東日本） ０１２０－０１９－０００ 

その他施設 

若葉台まちづくりセンター    ９２１－３３６１ 

若葉台地区センター           ９２１－２２１３ 

若葉台地域ケアプラザ  ９２３－８８３１ 

ヴィンテージ・ヴィラ横浜 ９２２－７７００ 

トレクォーレ横浜若葉台  ９２２－０６１１ 

若葉台東小コミュニティハウス ９２２－３２２１ 

若葉台スポーツ・文化クラブ ９２１－０４０４ 

わかばテニスコート  ９２３－０１８８ 

居場所 
若葉台交流拠点「ひまわり」 ９２１－５５５０ 

親と子のつどい広場「そらまめ」 ４４２－７９８７ 

 

商店街 

やっちゃば    ９２１－６１１０ 

ハマケイ    ９２１－６８２９ 

富貴路    ９２１－６８３８ 

若葉台タテヤマ電器  ９２１－６８５５ 

パリミキ    ９２１－６２１６ 

キャンドゥ    ９２３－０８６６ 

ウォーキングフィールドアルク ７４４－９８５９ 

ハックドラッグ   ９２２－５４９２ 

虹の小箱    ９２２－９２２４ 

アビヤント    ９２１－６２１５ 

ロッテリア    ９２１－６８４７ 

梅の木    ９２２－５６５６ 

イタリアンバル806  ４４２－７４０１ 

運河    ９２１－６８５７ 

ヒマール・キッチン  ９２１－２５４５ 

から揚げの天才   ７４４－９８２６ 

カットファイブ   ９２１－４４４５ 

サロン・ド・ボーテＪＯＹ ９２１－５１９４ 

ヘアーサロン・トニー  ９２２－１０２１ 

うさちゃんクリーニング  ９２１－６８６１ 

わらわさぁ家     

ヨコハマインドアゴルフ    

東京ガスライフバル  ９２１－４５６０ 

セブン－イレブン[若葉台店] ９２１－５７１１ 

イトーヨーカドー若葉台店 ９２２－２２１１ 

ハングリータイガー若葉台店 ９２１－６２０８ 

横浜一品香若葉台店  ９２１－５５４５ 



 

 横浜市若葉台地域ケアプラザ 

電話 ９２３－８８３１ 

FAX ９２３－８８３５ 

 

 緊急事態宣言が 3 月 21 日で解除となりましたが、新型コロナウイルス感染症予防のため、外出をできる

だけ控えている方も多いのではないでしょうか。 

 若葉台地域ケアプラザでは高齢者、子育てや障がい児者等の福祉保健に関する相談を受けています。最近

は転倒骨折による介護の相談、認知症に関する相談が増えています。 

 特に、転倒骨折は長い自粛期間中の運動量の減少・歩く機会の減少によるものではないかと思います。 

運動量が減少すると、筋力が低下し、転倒の危険性が高くなります。転倒を予防するために生活を見直して

みませんか。 

特に高齢者は骨粗しょう症等で骨がもろくなっており、転倒時に骨折しやすい傾向があります。

一度骨折すると長期間の安静が必要で、寝たきりの原因になる可能性もあります。 

・人混みを避けて一人や少人数で散歩をしましょう。 

   自宅から一歩外へ出るだけでも気分転換になります。 

・家の中で立ったり、歩いたりする時間を増やしましょう。 

・ラジオ体操なども効果的です。 

・運動をする際は、足に合った靴を選び、靴紐はしっかり結びましょう。 

ちょっとした段差につまずいた 

 

電気コードにつまずいた 

 

 

ベランダの出入りで転んだ 

 床に敷いてあるマットに足をとられた 

 

 

夜中、トイレに行こうと 

暗い部屋を移動中に転んだ 

 

毛糸の靴下を履いていて滑った 

 

床に置いた洗濯物を踏んで転んだ 

 

・筋肉をつくるために、肉・魚・卵・乳製品などの動物性たんぱく質を 

しっかりとりましょう。 

・骨を強くするために、乳製品・緑黄色野菜・大豆製品・魚介類を食べて、

カルシウムをとりましょう。カルシウムと一緒にビタミン D やビタミン

Kをとると吸収がよくなります。 

段差がないのにつまずいた 

 

・部屋の整理整頓を心がけましょう。 

  電気コードや滑りやすいものが置かれていませんか。 

  部屋でよく通る場所には物を置かないようにしましょう。 

・行動するときは部屋を明るくしましょう。 

・靴下やスリッパは滑りにくいものを選びましょう。 
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≪医療・健康講座≫ 

若葉台の皆さんの健康を願って 
（横浜調剤薬局店長 長曽部葉子） 

いきなりですが、皆さんの調剤薬局のイメージ

とはどんなものでしょうか？ 待ち時間が長いよ

ね、色々聞かれて嫌だな、処方箋なければ行けない

な、といったところでしょうか…。いずれにしても

調剤薬局は気軽に利用できるといった雰囲気では

ないのかもしれません。ただ、ここ最近、調剤薬局

は処方箋を持っていくだけの施設ではなく、地域

の方の健康を守るため、皆さんや、他職種の方と連

携する活動が増えてきています。 

私達の薬局でも健康促進活動(ヘルスリテラシ

ー活動)として、健康維持への情報を掲示、配布を

しております。ヘルスリテラシーと言うと難しく

聞こえますが、ざっくり言うと、「医療や治療、健

康に関する情報を、皆さんが自分にあったものを

取り入れ、それらを正しく使用できるように支援

する」といったことです。ここ数年は、欧米食中心、

運動不足、過度なストレスなど健康に対するリス

クが多くなってきています。また、治療法も多様化

し、多くの医療情報がインターネットに流れ、誰で

も入手できる様になってきています。 

しかし、それらの情報が本当に正しいのか、自分

にとって最適な情報なのかを判断するのが難しい

場合もあります。そんな時に私達薬剤師が服薬支

援のみでなく、ヘルスリテラシー活動をとおして、

皆さんの健康維持への支援が出来たらと考えてお

ります。健康推進活動のテーマは、２ケ月毎に、季

節にあったものを用意しております。今月は花粉

症対策、次回のテーマは熱中症対策等です。テーマ

に関する掲示物、配布物を用意しておりますので、

是非、薬局に見にきてください。 

薬局には血圧計、握力計、ウォーキングポイント

リーダーを設置してありますので、こちらもお気

軽にご活用ください。健康のこと、気になる事があ

りましたら、いつでも薬局スタッフにお声かけく

ださい。 

今後も社協だよりをとおして、皆さんに薬局や

薬剤師をもっと知っていただけるように頑張りま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

≪振り込め詐欺にご注意を！≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０２１年２月１０日現在の被害総額） 

旭区 ５件、約 ４００万円 

※若葉台は０件、継続しましょう。 

※電話機は留守電モードに！ 

≪今後の予定≫ 

 移動サロン「ほっこり」 於わかばの広場    

毎月第１火曜日１３～１５時 （雨天中止） 

直近は２０２１年５月４日開催予定 

※お薬相談会・栄養相談併設（協力：横浜調剤

薬局） お薬手帳をご持参ください。 

ボランティア募集 

横浜わかば学園の「カフェわかば」、地区社協の移
動サロン「ほっこり」の、お手伝をしていただける
ボランティアを募集しています。一月に一度、年
に一度で結構です。空いている時間にご協力をお
願いします。ご協力いただける方はお近くの地区
社協理事、担当（080-3712-8457）、または編
集後記に記載のメールアドレス迄、ご連絡をお待
ちしています。 

 

 

【編集後記】 
科学技術が進んでいると誤解していた日本で、デジ

タルとワクチン製造能力がこれほど低いのか感じてい
るのは小生だけか？ 人流抑制の要請とマスク着用・
３密回避・手指消毒の日本式感染拡大防止策では、新
規感染者数は抑えられないことが明白になってきまし
た。残りはワクチン接種と特効薬ですが、リスクを伴
います。皆さんはどうしますか？（mota） 

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

※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 


