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見守りをした夏が過ぎても、

どさまざまな思いを胸に活

委員共々、期待や使命感な

たなメンバーを迎え、再任

昨年の一斉改選により新

も、距離間を保ちながら

自粛していた対面での活動

もどかしさはありますが、

思い通りに活動出来ない

収束の見通しは立ちません。

未だ新型コロナウイルスの

動が始まり、既に十ヶ月余

徐々に再開されております。

今、出来ることから

が経過いたしました。

参加の運営に心掛け、部会

し、お互いを尊重する全員

長を中心に新任委員を支援

ることから努めてまいりた

べき役割を共に考え、出来

わり方を工夫し、今果たす

私たちは地域の方々との関

このような時だからこそ、

も含めた活動計画の作成等

いと思います。

その間、各民児協では会

に励んでおりました。

年と違う状況の中で苦慮し

外での活動は制限され、例

イルスの感染拡大により、

と連携した地域ぐるみの取

慮しつつ、地域の関係機関

活動と感染予防の両立に配

方々の安全を念頭に、委員

今後も、自身と周りの

ながらも、委員相互の意向

り組みが大切になります。

その矢先、新型コロナウ

に添った活動を推進してま

不安と負担感の多い中、

ない活動を切に願うばかり

にご留意いただき、無理の

結びに、皆様方には健康

皆様方には民児連の運営に

でございます。

いりました。

ご理解とご協力を頂き、心

より御礼申し上げます。

春に始まったコロナ禍で

の閉塞感は広がり、地域の

方々の孤立と熱中症を案じ
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ています。委員の方々が、

解決方法を決める姿勢が必

今までの経験を吟味し問題

とめたいと思っております。

考えて良いプランをとりま

要ですので皆さんと一緒に

方々や関係団体の協力が必

ゆとりを持ち、心をこめた

要になると思います。

様々な意見に耳を傾け、

あたたかい活動ができるよ

理することが必要だと思っ

この状況に折り合いをつけ

古谷地区

うにしていきたいと思って

林英雄です。民生委員・児童

古谷地区民児協会長の若

芳野地区民児協は、民生

委員二期目、まず自己紹介。

芳野地区

今後ともご指導のほど。

ながら、活動していきたい

第八地区

います。

第七地区

と思います。

地区民児協 新会長 挨拶
第二 地 区

第二地区は、仲町、幸町、
元町二丁目、末広町一・
二・三丁目、石原町一・二

委員・児童委員七名、主任

第七地区民児協の会長に就

私たちの地区は民生委員・

七十二歳、趣味は剣道・

任しました。会員の皆様の

て、コロナ対策でスポーツ

児童委員二名で構成されて

蔵造り通りや菓子屋横丁等

児 童 委 員 十三人 、主任 児 童

民 生 委 員・児 童 委 員 に

イベントは十一月迄全て中

委員の抱える問題には、

てきています。加えて地域

容や範囲が少しずつ変わっ

とくらべますと、活動の内

童委員を引き受けました頃

私が初めて民生委員・児

変わりつつあります。

ルスの影響で社会が大きく

しかし、新型コロナウイ

めようと思っていました。

これから本格的に実践し始

民生活動について学びあい

と言 われた 事でした 。月二

作ってくれてあ りが とう ﹂

から﹁ 皆 との集まる場 所を

を作りすぐに独居の高齢者

治会の中に﹁いもっこ体操﹂

ての活動も行事については、

民生委員・児童委員とし

となりました。

月一日より一部稽古が開始

止となっておりますが、八

に選任されました。

の観光地域と、その西側の

お役に立てますよう、励ん

委員二名で構成しています。

なって 嬉 しかった 事 は 、自

夢想神伝流居合・二天一流

住宅地です。民生委員・児

でいきたいと思っておりま

今年度は新人二名を迎え

多少の違いはありますが、

剣術を修業しています。さ

童委員、主任児童委員は、

す。どうぞよろしくお願い

高齢者の見守りに関するこ

住民の高齢化や少子化が増

の想定外のこの困難な状況

現在多くの人達が、全く

が、これからの私達の歩み

が一〇〇周年を迎えました

民生委員・児童委員活動

ディスタンスの枠の中で活

感染防止とソーシャル

ないのか確信が難しい時代

ことが今後もかわることが

策をとり入れたいと考えて

芳野地区の福祉に新しい施

行っている事例を参考に、

策定中です。他の地域で

現在、地区福祉プランの

事は大切だと感じました。

者にとっての居 場 所を作る

回の自 主事 業ですが 、高 齢

をもらえます。

や声に接すると自分も元気

孫のような子どもたちの顔

ロールは実施しております。

中学校の登校時の立哨パト

中止となりましたが、小・

事会、オレンジカフェ等も

老人会、いもっこ体操、食

です。

当たり前だと思っていた

に戸惑い、不安の中で生活

として、委員活動︵職務︶

動の在り方を模索して定例

加してきています。

しています。そんな時だか

と自主活動︵ボランティ

なっています。

らこそ、思いやりの心を

会を開催しています。

また、地区の高齢者への

ア︶とを、見直しをし、整

いますが、それには地域の
持って、柔らかに穏やかに、

います。

ムな雰囲気の中で活動して

とが、活動の大きな柱と

長になりました。

定数十四名ですが、現在十

改選に伴い第八地区会長

若林 英雄

います。私は、二期目で会

長澤 幸夫

致します。

今期の一斉改選により、

山岸 富子

一名で、とてもアットホー

丁目の八自治会で構成され、

明
羽石

永島恵美子
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施しています。この非常時

り、三密に注意しながら実

見守りも待っている方がお

めていきたいと思います。

活動に繋げられるように努

連携を深め、防災・見守り

童委員などが一体になり、

この一年は特に丁寧な進め

くの委員が不慣れですので、

新任者。会長が不慣れ、多

方を心掛けたいと考えてい

今回の改選で二十六名が

に自分ができることをして
まいります。
ます。

と思います。

協福祉活動を実施するにあ

たり、地域の担い手の中心

となって高齢者などの対象

展や子どもの問題、家庭関

だいた﹁著しい高齢化の進

が約二十八％を数えており、

人、内六十五歳以上高齢者

名細地区の人口は約三万

し高齢者などが孤立しない

対策を施しながら一人暮ら

る状況下、対象者への感染

ウイルス感染症が懸念され

名細地区

者に優しい福祉施策が提供

出来るよう努めてまいりま

す。

係の多様化に、民生委員・

市全域と比べて高齢化率の

よう注意を払い、懇切丁寧

霞ケ関地区

児童委員として期待される

高い地域であります。

また、昨今の新型コロナ

定員四十一名︵欠員五

ことが多い中で、定例会な

な委員会活動を実施して参

先輩会長より御指導いた

名︶で活動しています。定

この地域性では、民生委

福原地区

福原地区は、民生委員・

どを通じて事例検討、情報

4 月24日

民生委員・児童委員課題別研修Ｅ （ 中 止 ）

10月30日

11月11日

します。

11月 3 日

を賜りますようお願いいた

例会は毎月第三月曜日、霞

宮根 信夫

10月 5 〜 6 日

児童委員二十六名、主任児

民生委員・児童委員課題別研修Ｄ （ 中 止 ）

りますので、皆様のご理解

9 月28日

員・児童委員の役割が重要

民生委員・児童委員課題別研修Ｃ （ 中 止 ）

交換等の交流を図り、お互

9 月18日

ケ関公民館研修室にて、市

第46回埼玉県民生委員・児童委員大会 （規模縮小）

童委員二名で日々活動して

9 月15日

となります。

民生委員・児童委員課題別研修Ｂ （ 中 止 ）

いが納得し、やり甲斐のあ

9月4日

社協・地域包括支援セン

民生委員・児童委員課題別研修Ａ （ 中 止 ）

います。定例会では、年間

9月3日

そこで、自治会役員など

7月6日

る風通しの良い民児協運

6月1日

ターにも参加いただき実施

（ 中 止 ）

活動計画に基づいて各行事

部会報告会

しています。

4月6日

の実施や活動に関する意見

主な市民児連の変更事業

交換、またここのスキル
アップの研修等実施してい
ます。特に定例会では、各
地域で発生した課題を委員
全員に伝え情報の共有化を
図り、さらに各委員から意
見を出し合い福原地区の活

（規模縮小）

埼玉県社会福祉大会

（ 中 止 ）

在宅障害児招待事業

（ 中 止 ）

地区民児協正副会長研修会

（ 中 止 ）
全員研修会

（書面会議）
総会、理事会

（書面会議）
理事会

（式典中止）

川越市社会福祉大会

動の方向性を考えています。
今年は、新型コロナ対策で
活動の難しさを知りました。
今後はさらにさまざまな災
害も予想されます。私たち
の町を住み良い安心・安全
な町にしていくには、自治
会の班組織と民生委員・児

（書面会議）

と協同で行っている地区社

奈良 則孝
監査会

営﹂に取り組んでいきたい

山下 武夫

10月 6 日
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第十一地区

み歌を唄い当月誕生日を迎

が集まりおしゃべりお茶飲
には注意をしながら地域の

半が八十歳代であり、健康

私達健生会の仲間達も大

サークルにも入っています。

くさん通い、現在は囲碁

会所や東後楽会館などにた

とれず、退職してからは碁

と思います。

るので、ボケ防止に良いか

漢字を調べることも良くあ

て詠む習慣がつき、語彙や

い

えた方にはお花のプレゼン
仲間を増やして元気な生活

そして今いちばん楽しく

ご

トもあり楽しんでいます。
に協力したいと思っていま

りなど昼迄四ゲームして体

渡辺治利

山田地区

クラブ活動では歩く会で

やっているのが川柳です。

以前から興味があり、たま

たまオアシスのつばさ川柳

に初心者クラスがあり参加

私達新宿地区は川越駅西
を動かし頭も使い、日頃の

ってもうだいぶたつ。検診

巌
す。

古谷地区

寺本甚太

口に位置し近年大ホールを
運動不足解消に大いに役

会社勤めをし始めた頃か

の度、血圧・中性脂肪・尿

大山
春にはお花見を兼ね秋には
紅葉など四季折々の美しい
場所を巡り歩いています。
グラウンドゴルフ部は毎週

含む商業施設ウェスタ川越
立っています。市の大会に

ら、今まで継続してやって

酸等の値が要治療レベルに

してみたところ、続けてい

や更に今年駅に直結したホ

も参加し、又地区の小学校

きた主な趣味は、野球、囲

なって来ている。新型コロ

日曜日の練習で一ゲームご

テルを中心とした複合施設

の協力もあり世代間交流の

碁、川柳です。

きたいと思いました。他に

ユープレイスも開業して大

大会では小学生とその家族

とにおやつタイムおしゃべ

きく変革を遂げています。

も参加して賑やかな一日を

とった杵柄で大いに盛り上

を行い、杵と臼を使い昔

様の協力を戴き餅つき大会

二月には川越同仁会病院

す。

生活出来る様活動していま

連係していつまでも元気で

生会では自治会育成会とも

好きで暇を見つけては近所

ルフを始めました。囲碁は

越してからはグラウンドゴ

すのが好きなので、川越に

していました。身体を動か

らは、最近まで審判に専念

がら審判、選手を辞めてか

の資格を取り、選手をしな

近くなった頃から公式審判

曜は練習や試合をし、引退

チームを組み、ほぼ毎週日

野球は近所の人たちと

目されている人物をテレビ

日頃、世の中の動きや、注

ると益々意欲が出てきます。

たり、文芸誌に載ったりす

読んだ川柳が賞をいただい

にも参加しています。私の

ブにも入り、川越川柳大会

もかがやき学園の川柳クラ

には地面に始点から何㎞と

ースとなっている。コース

あり、そこが格好の散歩コ

用の遊歩道が約二十三㎞程

ら狭山市迄徒歩と自転車専

宅近くの入間川は川越市か

とが可能ではと考える。自

しかし、少しは遅らせるこ

対に止めることはできない。

ごとに、頭と体の衰えは絶

感している。年齢を重ねる

ている今、人間の弱さも実

ナとの共存を初めて経験し

追いかけて過ごす世代にな

時間に追われた世代から、

我が地区も御多分に洩れ

がります。夏には盆おどり、

などで見たり聞いたりする

表示されており、自分の歩

過ごしています。

秋には運動会で子ども達か

の囲碁好きの人と打ってい

と、自分の考えを川柳にし

ず高齢化が進んでおり、健

ら高齢者迄楽しみます。

ましたが、なかなか時間が
月一回の定例会では会員

民 児 協 だ よ り
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るか。新聞をていねいに読

衰えを遅らせるにはどうす

るには調度良い。さて頭の

きない。三密を避け活動す

九〇㎞消化しないと達成で

一〇〇〇㎞を目指した。月

で四国お遍路の踏破距離

とができる。今年は一年間

んだ距離を概ね記録するこ

コロナが終息したら、麻雀

ることとしようか。そして

とタバコは、やっぱり続け

のバランスがとれない。酒

た。いいことばかりでは心

い﹂の紹介になってしまっ

まるで修行僧みたいな生活
・・・
で、どうも﹁生きのばしが

けり、鍛えることとしたい。

時々好きなミステリーにふ

秘 義 務 に) 関 し て 、 現 在 で
はコロナ禍にあって、情報

り ま す 。 個 人 情 報 保 護 守(

いくつかあることが気にな

空き家と見て取れる家屋が

を見聞きしたり、状況から

中、一人暮らし世帯のこと

ありません。見回りをする

会を迎えており、ファミ

社会の構造は少子高齢化社

町、神明町の七町内で構成

下、喜多町、志多町、宮元

市役所の北側に面しており、

民児協第一地区は、川越

で、宮下町一・二、氷川城

氷川神社を囲むような位置

出水

第一地区

むついでにコラム欄の﹁天
仲間とまた集うこととしよ

の取り扱いにはより一層の

リータウン春日も例外では

声人語﹂を、毎日ノートに
う。

廣文

書き写すこととした。また、

行事としまして、各町内

されております。
今後とも重要な課題として

注意をしなければならず、
ロードに沿って、二七五棟

操自主グループハピネスを

スタッフ八名︵民生委

ご紹介いたします。

宮元町まつり、バーべキュ

員・児童委員七名、キング

で盆踊り大会、夏の夕べ、

ー大会、音楽祭、餅つき大

スガーデン一名︶、参加人

取り組んでいく所存です。
ファミリータウン春日の

会等、地域の皆さんと交流

数十五名、ソーシャルディ

の戸建住宅が整然と並んで

幸せが名細地区に、そして

しており、又、民生委員・

スタンスを守りながら、マ

私 の民児協活動

私は、担当地区全体を毎

川越と繋がっていくことを

児童委員としては、一人暮

スク着用の上暑さに負けず、

います。
月二〜三回見回り、﹁声か

願っています。

らし高齢者の集い、いもっ

實

私は、名細地区ファミ

け・挨拶﹂することを、心

写真は、コミュニティロー

比佐

リータウン春日担当の民生

がけています。その甲斐

ドの木 蓮 並木です 。安らぎ

名細地区

委員・児童委員として活動

あって、現在ではお互いに

元気よく体操に励んでおら

しています。平成二十八年

こ体操は各町内毎に、力を
挨拶をし、声をかけ合う関

の空間を演出してくれます。

十二月に拝命し、二期目を

係ができあがり、相互のコ

川越市北西部に位置し、南

委員としてよりも、団地の

れていると考えています。

響で中止状態であります。

りますが、コロナ感染の影

ご紹介をしたいところであ

す。三十年余の歴史を有し、

境に恵まれた閑静な団地で

が、課題はあります。日本

な問題は発生していません

現在、担当地区では大き

活動している、いもっこ体

喜多町、志多町の五町内で

下町一・二丁目、氷川城下、

六月より復活しており、宮

南北に走るコミュニティ

共に活動したいと思います。

今後とも、地域の皆様と

れました。

迎えました。

を小畔川、北西を市民の森

一員としての意識を、私の

ミュニケーションがはから

に囲まれ、近隣には、名細

活動のスタンダードとして

ファミリータウン春日は、

小学校、名細中学校、東洋

持ち続けていきます。

唯一、いもっこ体操が、

大学キャンパスがあり、環

本来であれば各活動の、

入れて活動しております。

8月26日宮下町会館にて

（6）

民 児 協 だ よ り

東に位置しており大手町、

第四地区は、旧市内の北
るとともに高齢者世代の増

千一一三人とマンモス化す

地域です。現在人口五万三

生活環境も大きく変化した

口増加に伴い都市化が進み

昭和四十年代より急激な人

を中心に発展してきました。

不可欠であると実感してい

に地域ボランティアが必要

した高階地区ではこのよう

すぎませんが、マンモス化

です。これは活動の一部に

いる方もいらっしゃるほど

壁にアートのように貼って

待っている方が多く、家の

第四地区

久保町、郭町一・二丁目、

加が著しくもあります。

時の鐘

令和元年十二月、広報部

会は新たなメンバーで活動

を始めました。年が明けて

第八〇号作成のための第一

回編集会議を行いました。

サロン、友愛訪問、会食会、

動は多岐にわたり、高齢者

町の九つの自治会で構成さ

目、元町一丁目、伊佐沼新

期といたしましたが、子ど

ス感染拡大防止のため、延

また、新型コロナウイル

いたしました。

に経口補水液の配布を実施

の思いで、地区小学生全員

る活動が始まりました。約

とともにお弁当をお渡しす

年前より手作り﹃しおり﹄

とは出来ないかと考え、四

けではなく何か心温まるこ

ただお弁当をお渡しするだ

月一回の配食サービスでは、

れ工夫して行われています。

地域での活動は、それぞ

きたいと思っています。

動ができるよう努力してい

し地域の特徴を生かした活

の他各種団体とともに連携

自治会︵三十一自治会︶そ

に暮らせるよう、地区社協、

の若い世代まで楽しく元気

高齢者世代から子育て中

まず決めたのは、第八〇号、

活動を再開いたしました。

ぜひ皆様にお届けしたいと、

その後、新型コロナウイル

配食サービス、世代間交流

もを持つ親から生の声を伺

二四〇枚のしおりは、季節

水村富美子

三久保町、松江町一・二丁

事業等で主体となって活動

う機会として﹁育成会役員

の言葉やイラスト、次回の

地区社協の構成員でもあ

今後も地域の声を伺いな

は、このしおりを楽しみに

アで作成しています。今で

る民生委員・児童委員の活

なくされました。そのよう

がら、つながりを醸成でき

昇・岩﨑惠子の九名です。

崎榮一・石川明人・田中

妃・本田倫江・鈴木弘・藤

邦江・出水廣文・榊原水

今号の編集担当は、早川

様に心から感謝いたします。

記事を寄せてくださった皆

事が中止になりましたが、

ことでした。さまざまな行

第八十一号の合併号とする

しては﹁民児協だより﹂を

七月になり、広報部会と

いこととなりました。

号は残念ながら、発行しな

活動が中止となり、第八〇

ス感染予防のため、全ての

をしています。

との意見交換会﹂も新たな

配食日を入れて民生委員・

ます。

今年度は新型コロナウイ

試みとして実施する予定で

児童委員と地域ボランティ

れています。

ルス感染拡大により、予定
した。

な中、第四地区では﹁新し

る活動を積極的に展開して

十月一日〜
赤い羽根共同募金
への協力
十月十四日
歳末たすけあい
運 動 援 護 対象者
申 請 締 め切り
十一月二日 理事会
十一月十三日
全国社会福祉大会
十一月三〇日 理事会
十二月〜
歳末たすけあい
運動援護金伝達

主な市民児連活動予定

していた事業の中止を余儀

い生活様式﹂に沿った活動

参ります。

高階地区

川越の南玄関に位置する

髙栖

いられていることから、熱

高階は、明治二十二年高階

敦子

を行うため、定例会などで
議論を重ねて参りました。
今年は短い夏休み、マス
クを着用しての登下校と児

中症について家族と話し合

村として誕生し農業と商業

童も例年と違った生活を強

うきっかけ作りになればと

