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を痛感したところです。

みと個々の心構えの大切さ
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明けましておめでとうご
ざいます。

昨年十二月一日の一斉改

題が複合化、複雑化してお

窮、育児等に関する福祉課

今地域では、社会情勢や

選により、新任委員一七七

ります。また、生活上の悩

皆様方には、お健やかに

名を含む四七三名が委嘱さ

みを誰にも相談できず孤立

生活環境が大きく変化して

れました。新しい仲間との

してしまう方は、外からは

新春をお迎えのこととお慶

出会いに喜びと期待を抱く

見えにくいのが現状です。

おり、介護や障害、生活困

とともに、再任委員共々、

このような状況の中、民

び申し上げます。

お互いを尊重し、助け合い、

はじめ関係各位のご尽力に

いただいた自治会長さんを

改めて、適任者をご推薦

それには、先ず委員活動を

つなぐ活動が期待されます。

に早く気づき必要な支援に

福祉の担い手として、問題

生委員・児童委員には地域

心より感謝申し上げます。

ご理解いただき、人々の声

活動してまいります。

昨年は、大雨や台風によ

に耳を傾けることが支援活

本年も関係機関等との連

る自然災害の多い年でした。

の豪雨の中、避難所に行か

携・協力のもと、皆様と共

動の第一歩であり、地域の

れず不安な時を過ごす高齢

に地域に根ざした活動に努

災害時要援護者の支援では、

者への近隣の温かい声掛け

めてまいりたいと思います。

方々との信頼関係の構築に

には、改めて地域のつなが

結びに、皆さまのご健勝

地域ぐるみの取り組みが必

りの必要性を認識致しまし

ご多幸をご祈念申し上げ、

つながってまいります。

た。また、地域住民の一員

ご挨拶といたします。

要とされます。台風一九号

としても、平常時の取り組
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地域の活動紹介
第九地区

芳野地区

矢澤

千春

お迎えのことと、お慶び申

様には、お健やかに新春を

民生委員・児童委員の皆

でございます。

きますよう切に願うところ

支援者としてご活躍いただ

地域住民の身近な相談者、

祉の担い手として、また、

童委員の皆様には、地域福

任されました民生委員・児

介護予防に努めています。

にいもっこ体操を実施して

名です。各集会所で自主的

任児童委員二名を含む十七

六自治会です。委員数は主

丁目、脇田新町、広栄町の

脇田本町、旭町一・二・三

第九地区は川越駅西口の

り、芋掘りが行われ、さわ

ます。今年はまつりに代わ

神輿を繰り出し互いに会所
・・・・
を訪問してもみ会いを行い

脇田新町、広栄町は隔年で

います。旭町一・二丁目、

有し、毎年盛大に参加して

す。旭町三丁目は山車を保

き、平成二十六年から今ま

ターよしのさんの支援を頂

川越市地域包括支援セン

されています。

帯で、十三自治会から構成

に位置し、緑豊かな田園地

みんなの憩いいもっこ体操

し上げます。

川越市社会福祉協議会と

おしゃべりサロンは一人

やかな秋空の下、幼児・小

でに﹁いもっこ体操﹂の自

道子

あたたかいご支援とご協力
いたしましても、地域福祉

ぐらし高齢者を対象に年二

学生を含む約百名が参加、

主グループが七自治会︵北

松本

をいただいておりますこと、

の中核的役割を担う団体と

回開催していますが、今後

大きな芋を掘り当て喜ぶ人

この度の改選により、ご就

心から厚く御礼申し上げま

して、民生委員児童委員協

は対象者を拡げ、回数を増

明けましておめでとうご

す。

議会連合会をはじめ、各種

やす方向になりそうです。

会福祉協議会に対しまして、

一・鹿飼︶に誕生し、活動

今回は、最初に活動を開

を開始しています。

田本郷・伊佐沼・鴨田第

田島・谷中・鴨田第二・石

受けられます。

に伴い、高齢者の増加が見

この地区でも、核家族化

芳野地区は川越市の北東

今日私たちは、今までに

の関係団体・機関等と連携

第九地区社協の世代間交

がありま

経験したことのない超少子

を図り、地域に根ざした福

流としては、自治会毎に納

ざいます。

高齢社会を迎えようとして

祉の充実に向け、より一層

また、日頃から川越市社

います。すでに本市の総世

が続々。楽しい時間でした。
・・・・・・・・
また、一人ぐらし高齢者
・・・
の集いが毎年秋に催されま

ンの演奏を楽しんだ後、童

始した北田島いもっこ体操

す。ハーモニカやバイオリ
民生委員・児童委員の皆

謡など合唱し、温かいうど

クラブを紹介します。

涼盆踊り大会と川越まつり

世帯の割合は、四割を超え、

様におかれましては、地域

んを食べていただいていま

取り組んでまいります。

高齢者一人世帯の割合も

福祉の推進に今後ともより

した。今年は会場の都合で

帯数に占める高齢者がいる

年々増加しています。

一層のご支援とご協力をお

残暑の時期でしたので茶巾

また、経済的格差などの

願い申し上げます。

題も多様化しております。

てに対する不安など福祉課

立、生活困窮、介護や子育

をお祈り申し上げ、新春の

に、貴会のますますの発展

委員の皆様のご活躍ととも

結びに、民生委員・児童

ます。

力して元気に活動して参り

これからも関係機関と協

拡大も相まって、社会的孤

このように、様々な多く

ごあいさつといたします。

評でした。

寿司の食事に変更、大変好

の福祉課題が山積するなか、

民 児 協 だ よ り
（3）

平成三十年度の﹁活動記録﹂報告より

平成二十四年度からの

たことに起因します。

談・支援件数﹂の変化に着

﹁年間活動件数の推移﹂を

平成二十九年度は﹁相
目検討しましたが、平成三

るにも関わらず、活動日数

﹁訪問回数﹂が増減してい

﹁その他の活動件数﹂と

ります。少し疑問な点は

なく同レベルで推移してお

数﹂は各年度大きな変化は

れます。

ることも大切になると思わ

方の情報を継続的に収集す

居住し自治会に所属しない

としては、担当する地域に

おり、民生委員・児童委員

は変化ないことです。
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計

クラブは元気だね﹂をア
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78,676

訪問・連絡活動

ピールしていきます。
いつまでも元気に健康で
いられるのは、誰もの願い、
その実現のために、﹁参加
して楽しかった﹂と笑顔の
溢れる場づくりの継続に努
めて参ります。

年間活動件数の推移

第六地区
の運動が良いボケ防止に

毎日活用しています。指先

で、たくさん作り置きして

で折るゴミ箱がとても便利

ようになって、人の輪も広

自治会の活動にも参加する

地域への恩返しのつもりで

グラウンドゴルフを始め、

誘われて老人会へ入り、

こともあり、退職後、点字

自分の視力に不安がある

れで四苦八苦しています。

種行事も、いつも同じ顔ぶ

くなっていることです。各

により活動できる人が少な

ンドゴルフも会員の高齢化

なって、一石二鳥です。ま

がりました。木野目では環

に興味を持ち、点字の会に

顔も知らない有様でした。

た、サロン終了後に誘い

境推進委員、介護予防の

入り、小学校への点字教育

展しました。他にもチラシ

合ってランチに行くのも楽

﹁はつらつ体操﹂寿老会、

訪問、書籍の点訳等永く続

にならないように、カル

りがちでした。引きこもり

り合いも無く家に閉じこも

に転居したばかりの頃は知

平成六年に東京から川越

んで軽快な歌のリズムに乗

す。中でも、テーブルを囲

懐かしい歌を歌ったりしま

ではいもっこ体操をしたり、

﹁はつらつ健康クラブ﹂

とてもありがたい存在です。

もらったりしています。皆

加していこうと思っていま

これからも、積極的に参

です。

るのは、とても嬉しいこと

い時間を過ごせる場所があ

の合う仲間達と一緒に楽し

るものですが、こうして気

る機会がだんだん少なくな

楽しみ手伝ううちに、川越

代表として、地区の大会を

といえるでしょう。クラブ

高齢者向けの生涯スポーツ

気分転換に最高です。正に

すれば面白く、軽い運動と

グラウンドゴルフは経験

楽しみといえばこれからの

らまだ果たしていません。

を習ってみたいと思いなが

みです。自分でも何か楽器

学もありコンサートも楽し

学園大学等の芸術関連の大

当市には東邦音大、尚美

佐藤たか子

しみです。

自主防災などに協力してお

けております。

チャーセンターで習い事等

せてお手玉を隣の人に回す

市

年齢を重ねると、出かけ

ります。

をしてみましたが、どれも

す。

サロン﹂に参加するように

康クラブ﹂と﹁おしゃべり

から毎月一回﹁はつらつ健

ティの存在を知り、四年前

の掲示板で高齢者コミュニ

そんなある日マンション

もちろん、色々な折り紙の

はおしゃべりを楽しむのは

﹁おしゃべりサロン﹂で

せていただいております。

はこのクラブの受付係をさ

しゃべりを楽しみます。私

ながら和気あいあいとお

働いていた頃は朝六時に

会の役員にもなり、人の輪

自己流ながら冬の楽しみで

謝しつつも挑戦の毎日です。

こがましいことでした。感

と思います。恩返しなどお

皆様に助けられてのことだ

など利用しながら、地域の

いけるのは、デイサービス

ながらも、なんとかやって

日々の生活を忙しく過ごし

老々介護の生活ですが、

高 齢︵ 百 二 歳 ︶の 母 と の

です。

す。雪の便りが待ち遠しい

悩みは、老人会もグラウ

も益々広がりました。

シーズンは、スキーです。

ゲーム感覚の脳トレが大人

なりました。参加者は皆い

折り方を教えていただくの

は家を出て、帰りは十時十

G協会、埼玉県GG協

あまり長続きしませんでし

い人達ばかりで、すぐに打

も楽しみです。みんなで

一時は当たり前という生活

気です。最後にお茶を飲み

ち解けて友達がたくさんで

折った折り紙を模造紙に貼

でした。定年を過ぎて退職

た。

きました。皆さんには、地

り大きな作品に仕上げて、

したとき、隣り近所の方の

点訳しているところ

南古谷地区

域のことを教えてもらった

地域のふれあいサロンに出

天野隆司

り、足が痛いときに助けて

G

（4）

民 児 協 だ よ り

民 児 協 だ よ り
（5）

第三地区

横山惠美子

員同志が協力し、活動し続

幸子

けていきたいと思います。

川鶴地区

星野

わたって互いに住みよい街

川越市の最西端に位置す

一人暮らし高齢者の集い、

にするために、様々な事業

第三地区は、本庁管内の

三名︵内二名は主任児童委
世代間交流などがあり、ほ

に取り組んでおり、その一

る人口六千余の川鶴地区は、

員︶で構成されています。
とんどの町内で﹁いもっこ

端を紹介します。高齢者会

西南に位置し、十の自治会

定例会は、毎月第二水曜
体操﹂が委員が中心となり

食会は、毎回趣向を凝らし

この地に住む人達が永年に

日に行われ、信条唱和、事
実施されています。民児協

から成り、民児協は、二十

業、部会の報告、事例発表

は毎回百名超えの方々が参

た献立と食後の余興等で出

野田町一丁目では、地区

加され会場は溢れんばかり

として福祉施設等の視察研

よって委員同志の連携を密

として初めて﹁野田一カフ

の賑やかさです。特に一人

とその対応について協議し

にするようにしています。

ェ﹂が開設されました。こ

暮らし高齢者配食の際は、

修なども行っています。

地区社協との共同事業と

れは、二人の民生・児童委

声かけとともに地域の各種

席者が年々増え続け、今で

しては﹁第三社協だより﹂

員が主催者となって立ち上

情報を交換、共有する事に

作りの協力、福祉懇談会、

孤立しない様に常に心掛け

ております。また、一人暮

らしの集いでは、ケーキ付

のお茶やコーヒーを飲みな

受賞
おめでとう
ございます

道子

厚生労働大臣表彰

︻全国社会福祉大会︼

︹第９︺
松本

︹福原︺
宗像ヤイ子

埼玉県民生委員・児童委員協議会会長表彰

︻埼玉県民生委員・児童委員大会︼

優良民生委員・児童委員協議会表彰

川越市第９地区民生委員児童委員協議会

初江

埼玉県知事功労章

壽子

︹第

︺
貫井

正代

大野

︹霞 ケ関︺

明子

一枝

旬子

考子

︹第１︺
松本富三江 ︹第２︺
神山

︹第５︺
谷内

︹芳野︺
松岡三千代 ︹高階︺
小渕

がら会話がなされ楽しいと

きを過ごしておられ、皆さ

︹大東︺
山内

早苗

んから﹁地域の人が集まる

埼玉県知事表彰

洋子

江尻

︻埼玉県社会福祉大会︼

︹第８︺
菊田

のり子

悦子

晶子

︹第３︺
横山惠美子

︹第２︺
小川

︺
市川

操子

︹高階︺
廣井ミチ子

和子

道子

︹第１︺
田島

︹第

︹第３︺
諸星すみ江 ︹第７︺
平本

︹第２︺
急式

埼玉県社会福祉大会会長表彰

︹霞ケ関北︺

中島眞利子

︹大東︺
仲

︹高階︺長谷川八重子 ︹福原︺
沖田

︹南古谷︺

場はとても温かいです。も

っと回数を増やして﹂との

要望も寄せられています。

にこにこ子育て教室は、子

どもたちの笑顔とともにマ

マ友の輪の広がりが目に見

育てのヒントになるような

えるようです。その中で子
生活に﹁生きがい﹂や﹁楽

要素も多くあるものと思わ

れます。世代間交流事業と

と中学生対象の豚汁講習も

︹大東︺
栁川

︹大東︺
三村

︹高階︺
髙栖

誠至

清子

敦子

︹大東︺
渡邉

︹大東︺
石津

︹高階︺
矢島

成子

和子

祥子

︹高階︺
山下せい子 ︹高階︺
瀬倉あさ子

即日定員に達するほど好評

達也

厚郎

孝子

宮坂

鶴見由利子

︹川鶴︺
大嶋

昌代

︹霞 ケ関︺

房枝

︹川鶴︺
藤田

︹霞ケ関北︺

︹名細︺
堀江

幸子

︹名細︺
深川

です。この様にして世代を

超えて事業を行うことは地

域の将来にとって極めて重

要な事と考えます。

︹川鶴︺
星野

︹大東︺
本領美智子

して小学生対象の料理教室

10

イベントの参加を促して、

11

世代間交流事業「りょうり教室」
手作りピザに挑戦

しみ﹂を見いだせるように
との思いから作品作りや歌、
おしゃべりなど思い思いの
時間をすごしていただいて
います。
高齢化が進む中、地域に
よって課題の違いがあるも
のの、すべての人たちが安
心して生活できるよう、委

高齢者会食会「きさらぎ会」

げたもので、高齢者の方が

野田一カフェ

焼津方面視察研修に

敏枝

参加して

市民児連副会長

田中
正副会長研修が、十月七

絶景を期待し見上げました

の松原に立ち寄り、富士の

途中世界遺産である三保
この研修により自分の担

が大切だと実感しました。

を判断し、行動に移すこと

は自分で守り、地域の方々

当地区を把握し、自分の命

頂は雲に覆われ、美しい姿
を支えてあげられるよう、

号の影響か山の

は見られませんでした。し

心の準備が必要であること

が、台風

かし、美しい松林は自然を

災害ボランティアに
参加して

博和

号で越辺川の堤防

齋藤

福原地区

台風

が決壊し大きくえぐり取ら

を強く思いました。
二日目は山梨県立富士山

生かしたまま、日本が誇る
観光地に磨きがかかってい

れ、私の走り慣れたマラソ

いよいよ、今回の視察の

世界遺産センターを見学し、

この夏の暑さを忘れさせる
大きな目的である焼津消防

最後にホテルの部屋での

被災された方々やボラン

ました。

ような朝の気温の中、総勢
防災センターに到着しまし

会話は、重要な時間であり

ティアの方々が、後片付け

日、八日に行われました。

四十三名で出発致しました。
た。こちらには、東日本大

充実した二日間でした。

ンコース一帯は、湖のよう

バスの中では隣同士で広
震災のマグニチュード9、

富士山の信仰や歴史、自然

範囲の情報交換の場になり

震度7を実際に体験できる

な光景でした。決壊場所の

終始なごやかな中、活発に

施設があり、手すりをしっ

時の鐘

最近少しゴルフが上手く

なった。八年前に軽い脳梗

塞を発症し、後遺症で目眩

の症状が残った。どこの病

院でも診察後は﹁どこも問

題ない。﹂と言われた。永

い間同じ医者と付き合って

いると﹁血圧も関係してい

るかも知れない。﹂と薬を

色々調合してくれた。血圧

は一三〇前後で順調である。

に参加。川にはコンテナが

を持ってボランティア活動

翌々日、活動に必要な資材

に黙々と作業していました。

の引き継ぎがありますが、

十二月に民生委員も新旧

じられる今日この頃である。

ける。こんな幸せ気分を感

と好きなゴルフも続けてい

がら、民児連広報部会活動

目眩と仲良く付き合いな

横たわり、被災した施設の

木順子・山崎雅晴でした。

美・黒岩幸江・済藤勇・鈴

葉子・岩﨑惠子・長田汎

今号の編集担当は、浅見

お願いします。

た。新委員の方はよろしく

現委員の方はお疲れ様でし

るよう心から願います。

も早く、平常な生活に戻れ

された方々や各施設が一日

必要とされています。被災

後片付けには多くの人手が

災害現場では重機は使えず、

床、窓拭きの清掃等です。

浸水で汚れた施設内の壁や

キの撤去、家財道具の搬出、

た。作業内容は土砂やガレ

のように積まれてありまし

前には家財道具や家電が山

近くでは排水作業が行われ、

話をしながら、一路静岡に

かり持っていても体を支え

一月十六日
地区民児協正副会
長及び部会長新年
懇親会
二月三日 理事会
三月二日 理事会
三月中旬
役員及び部会長等
合同会議
四月六日 理事会
四月中旬
監査会、部会報告会
五月十七日
第 回ふれあい福
祉まつり

主な市民児連活動予定

向かって順調に進んで参り

ているのが大変でした。急

てみました。この事で、ま

等と、現実と照らし合わせ

ような行動をとるだろうか

れている姿を見た時、どの

したり、道路が濁流に覆わ

浮き上がり、汚水が吹き出

目の前でマンホールの蓋が

を見ることが出来ました。

眼鏡を掛けて風水害の様子

ことを体感し、更に3Dの

立っている事さえ出来ない

にその場面に遭遇したら、

ました。

等を学びました。

19

19

ず自分自身落ちつき、状況

30

（6）

民 児 協 だ よ り

