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地区社協部会だより  
発行日 平成１９年 ７月    
発 行 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会

        地区社協部会

合併完了！ 

22地区社協でのスタートの年です！ 
さらなる協働を目指して！今年度のテーマはひきつづき 
「地区社会福祉協議会を基盤とした地域福祉の推進に向けて」 

平成 19年度 第 1回地区社協部会開催結果（5月 21日開催） 
平成 19年度は市社協の役員改選期にあたるため以下のとおり審議が行われました。 
☆ 議題１ 正副部会長の互選について 
☆ 議題２ 相模原市社会福祉協議会理事・監事（第 20期）の推薦について 
 以上議題 1～２について一括説明・一括審議が行われました。

◎審議の結果はつぎのとおり

  部会長・理事  吉本一夫部会員 （東 林地区） 
  副部会長・監事 杉﨑日出夫部会員（麻 溝地区） 
  ※理事・監事は本部会で推薦され 5月 25日に開催された評議員会で選任されました。 
☆ 議題３ 相模原市社会福祉協議会評議員(第 20期)の互選について 
☆ 議題４ 相模原市社会福祉協議会総合企画委員会委員の推薦について 
☆ 議題５ 相模原市社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会委員の推薦 

について 
☆ 議題６ 福祉活動支援推進員会委員の推薦について 
以上議題３～６について一括説明・一括審議が行われました。

 ◎審議の結果はつぎのとおり
   評議員                   秋山哲也部会員（光が丘地区） 
   評議員・総合企画委員会委員         神﨑利秋部会員（大野北地区） 
   評議員・ボランティアセンター運営委員会委員 義澤照雄部会員（大野南地区） 
   評議員・福祉活動支援推進委員会委員     津田啓子部会員（相武台地区） 

※総合企画委員会委員・ボランティアセンター運営委員会委員は本部会で推薦され 5 月 29 日
に開催された理事会で承認されました。 
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☆ 議題７ 平成 19年度地区社協部会検討事項について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討テーマ「地区社会福祉協議会を基盤とする地域福祉の推進に向けて」 
 
 昨年度は同テーマのもと、児童福祉部会との合同部会を開催し地区社協と児童福
祉施設の連携と協働のあり方について情報交換を行いました。
 そこでは事業毎の協力から発展して、児童福祉施設等が日常的に地区社協活動へ
の参画を目指すことが話し合われ、地域の連携についての共通理解が得られまし
た。
 今年度は合併後の 22地区社協で新たなスタートを切りました。地域の様々な社
会資源が協働し、参画する地区社協のあり方について、同テーマのもとに研修や交
流の場づくりについて検討を行うことになりました。

新部会員のご紹介！ 
 平成 19 年度地区社協部会では、各地区社会福祉協議会での役職の変更により部会員となら
れた方が 11名。城山町、藤野町と相模原市の合併に伴い、新たに部会員となられた方が 2名で
す。なお、合併に伴い部会員となられた城山町地区と藤野町地区は地区社協組織が今年度設
立されました。 
 本紙面の恒例となりましたが、新部会員の皆様に地区社協活動推進への抱負を語ってい
ただきました。
 ☆新たに部会員となられた方々

小山地区社会福祉協議会 久保田 昇 会長 廣田武治会長より交代

清新地区社会福祉協議会 内田 久元 会長 伊藤静子会長より交代

横山地区社会福祉協議会 岸 義吉 会長 林福次会長より交代

中央地区社会福祉協議会 大畑 吉美 会長 塩崎厚吉会長より交代

星が丘地区社会福祉協議会 野中 敬一 会長 上田忠男会長より交代

大沢地区社会福祉協議会 瀬間 優 会長 齋藤弘会長より交代

田名地区社会福祉協議会 金井 日出男 会長 野中伸一会長より交代

新磯地区社会福祉協議会 角田 龍猪 会長 和田重雄会長より交代

相模台地区社会福祉協議会 坂本  堯則 会長 高橋隆昭会長より交代

東林地区社会福祉協議会 吉本 一夫 会長 小堀富ニ会長より交代

城山町地区社会福祉協議会 内田 昭和会長 新入会

相模湖町地区社会福祉協議会 長田 輝明 会長 宮﨑嘉博会長より交代

藤野町地区社会福祉協議会 小野寺 康雄 会長 新入会
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★「ともに生きる」を合言葉に              
小山地区社会福祉協議会会長 久保田

く ぼ た

 昇
のぼる

 
 

★部会制導入による効果的な運営 
清新地区社会福祉協議会会長 内田

うちだ

 久元
ひさもと

 
  

★遠い親戚より近くの他人 
横山地区社会福祉協議会会長 岸

きし

 義
よし

吉
きち

 
 

★近隣に声かけを    
中央地区社会福祉協議会会長 大畑

おおはた

 吉
よし

美
み

 
 

 今年度、小山地区社会福祉協議会の会長を仰せつかりましたが、なに
ぶんにも浅学非才の未熟者でございます。 
 「ともに生きる」の合言葉を継承し、小山地区の伝統を守りながら、
平成の大合併によって大きくなった相模原市民の皆さんの心をひとつに

した社会福祉協議会の一員として微力ながらも頑張りたいと思っていま

す。皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 今年度、清新地区社会福祉協議会会長の大役を任され重責を感じてお
ります。さて、少子高齢化が進み地域を取り巻く課題は複雑化を増し、

個人情報保護意識の高まりにより環境整備にも困難さが生じている昨今

です。清新地区社協では部会制を立ち上げ 1 年が経過し、役員や理事、

各部会員が積極的に諸団体との連携を図り、相互理解が芽生え始めてい

ます。今後はこの相互理解を基盤に地域福祉活動及び地域住民を巻き込

んだ活動を展開するよう努力して生きたいと思います。

 横山地区社会福祉協議会では災害時に備えた活動の一環として、日中
に災害があった時の担い手として、今年度、中学生のボランティア活動

の推進に取り組みます。その為に祭りや防災訓練には中学生の出番を設

け、誰もが顔の見える地域にしていけたらと思います。「遠い親戚より近

くの他人」といいます。私は、今できることは精一杯します。しかしこ

の先、病気や老いの為、動けなくなるかもしれません。その時には地域

の皆さんに助けていただける。そんな地域づくりに向けて頑張っていき

たいと思います。

 5月総会で、前会長より引き継いだ矢部一丁目出身の新人会長です。

 少子高齢化が言われて久しいわけですが、相模原市においても高齢化
は益々進行いたします。各地域に於かれましても、単身者が増加の傾向

にあります。誰もが住みなれた場所で、心豊かに安心して暮らせる地域

福祉の実現を目指して行かねばなりません。そこで昔のような近隣に気

兼ねなくあいさつや、声かけができるようなつきあいを皆様にお願いし

ていきたいと考えています。
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★笑顔に満ちた町づくりを目指して 

星が丘地区社会福祉協議会会長 野中
のなか

 敬一
けいいち

 
 

★地域福祉の向上に向けて     
大沢地区社会福祉協議会会長 瀬間

せ ま

 優
まさる

 
  

★みんないいひと さがみはら 
田名地区社会福祉協議会会長 金井

かない

 日出男
ひ で お

 
 

 

★出会いを大切に 協働の地域福祉を

新磯地区社会福祉協議会会長 角田
つのだ

 龍
たつ

猪
い

 
 出会いから 心に新風 吹きはじめ 
冒頭の句は、夕刊紙の「私のボランティア体験」の記事で目にしたもの

です。折々にこの句を思い出しながら、私の福祉の道しるべとして大切に

したいと思っています。先ずは、自分の足元を見つめ、日々変化する社会

の中で、出会いを大切に一人でも多くの方々と知恵と行動を共にできたら

と思っています。心に新しい風を感じながら、微力ですが努力してまいり

ます。

 題名としました市社会福祉協議会のコンセプトを基に「みんないいひ
と たな」を求めて、地区社協関係の皆様のご支援ご協力を得ながら、
その実現に微力ではありますが努めて参りたいと思っています。

 幸い田名地区は連合自治会や民生委員、婦人会、ボランティアの皆様
を初め、地域の方々が協力的で、地区全体も活気に満ち溢れています。

 野中前会長の実績を礎として学習と経験を積み重ねながら、与えられ
た重責を果たしたいと考えております。

 大沢地区では、前任の斎藤会長のもと、18年度に組織や事業の見直し

について議論を進めてまいりました。今年度はその実施段階となってお

り、このような重要な時期に会長をお引き受けし、責任の重さを感じて

おります。

地域の課題は益々複雑化し、容易に解決できない問題も見受けられま

すが、理事の方々を始め、構成員の皆様と力を合わせて地域福祉の向上

に努めてまいります。

 会長という大役をお引き受けすることになり、その責任の重さを痛感
しております。少子高齢化の進行する中、こどもの安全・安心と高齢者

への気配りが大きな課題になっています。星が丘地区ではこどもの見守

りとして、自治会・民生委員等の協力を得て登下校時のパトロールを実

施しております。また、一人暮らしの高齢者に対し、見守り・ふれあい

訪問を実施しています。赤ちゃんから高齢者まで笑顔に満ちた町づくり

を目指して行きます。
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★地域を愛する人々の和を広げよう 

相模台地区社会福祉協議会会長 坂本
さかもと

 堯則
たかのり

 
 

★東林地区らしい住民福祉活動を

東林地区社会福祉協議会会長 吉本
よしもと

 一夫
かずお

 
  

★住民参加による助け合い支え合いの町づくり 
城山町地区社会福祉協議会会長 内田

うちだ

 昭和
てるかず

★会長に就任して           
相模湖町地区社会福祉協議会会長 長田

おさだ

 輝明
てるあき

 
 

相模台地区社協は、３６年の歴史がある中で、先達が努力され継続し

てこられたことに深く感謝するとともに、少子高齢化、犯罪多発の危険

な時代を迎えている今日にあって、地区社協の地域に果たす役割が一段

と重要になっていると感じます。市のモットーである「安全で安心して

暮らせるまちづくり」のために、誰もが気楽に参加し、支えあい、助け

合うことができるよう、地域を愛する人々の和を広げていきたいと思い

ます。

今年度より会長職をお引き受けいたしました。重責ではありますが、

本職を担いました上は、地区社協発展のために努力いたす所存でござい

ます。現在、東林地区では市地域福祉計画のモデル指定を受け、「新たな

小地域の支えあい活動」の構築に向けて地区社協をはじめ関係者の方々

が協議をしております。地区社協としてもその成果を踏まえ、東林地区

らしい住民福祉活動の展開を通じて、今後も地域福祉の充実に努めてま

いります。

 この度、相模原市との合併も完了し、大変お世話になりました。これ
からは地区社協として今まで実施しておりました事業と新たに市内他地

区社協事業を参考にして、より充実した福祉活動を推進していくよう努

めなければなりません。役員構成については地区自治会、民生委員、各

種団体のご協力により理事・監事・構成員の組織も整い、企画広報部会、

地域事業部会を設置しました。これから会員の皆様方と助け合い、支え

合いながら良い町づくりに向けご協力をお願いいたします。

 この５月に宮﨑前会長からバトンを受けました長田です。力量不足で
すが、皆様の援助を受けて職務を果たすよう努めます。 
 福祉の基本は住みよい町づくりであり、支える地域の人々の連携と協
力とが最も大事となります。 
 福祉活動への思いが熱い本地区の皆さんと共に、地域の声を大事にし、
市社会福祉協議会との連携を図り、気軽にできる福祉活動が発展するよ

う努めたいと考えます。 
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★共によりよく生きるために     

藤野町地区社会福祉協議会会長 小野寺
お の で ら

 康
やす

雄
お

 
  人は誰でも、今日から明日に向ってよりよく生きようと願っています。
 お年寄りの集まる「ふれあい・いきいきサロン」を楽しみにしている
お年よりも、そこで自分が発揮され、仲間が待っていてくれることの喜

びや何かが自分に期待されていることを感じ、より強く生きようと努力

します。そんな仲間が大好きな、そして新しく 22地区社協の仲間にいれ

ていただいた藤野町地区社会福祉協議会の小野寺です。共によりよく生

きられる藤野町地区でありたいと今日も動き回ります。

 
事務局より 
 合併に伴い、市内の地区社会福祉協議会は 22となりました。 
 市社会福祉協議会では地区社会福祉協議会を地域福祉の推進役と位置づけています。 
 地域の福祉課題を解決するためには各種団体・福祉事業者が協働していくことが重要で
す。地区社協は地域の「協働の場」といえます。そして 22 地区社協の間でも協働や連携
を築き上げていくことが求められています。 
 市社協は各地区内の、また 22地区間の協働づくりのお手伝いをしていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※イラストは第六次相模原市社会福祉協議会地域福祉活動計画より 

 
 
 
 

 
 
 

「地区社協部会だより」についてお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい 

相模原市社会福祉協議会 福祉推進課 地域福祉グループ  
電話０４２－７５６－５０３４ 内線 5572（担当：歌丸）

 


