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支えあいネットワーク全体会が開催されました
３月３日（土）、中野地域ケアプラザにおいて、平成２９年度本郷第三地区支えあいネットワーク
全体会が９９名の参加者を迎えて開催されました。
全体会は、栄区地域福祉保健計画に基づいて、誰もが暮らしやすい「顔のみえるまちづくり」を
目指している「支えあいネットワーク」の関係者や地域住民が参加し、情報を共有する目的で行わ
れました。
最初に渡邊代表より支えあいネットワークについての説明があり、町内会自治会訪問の経過報告
をはさんで、５つの分科会（高齢者等関連、災害時、広報、ボランティア、子育て関連）の代表から
２９年度に取り組んだこと及び
今後の取り組み等について発表
がありました。
参加者は、真剣なまなざしで
それぞれの発表に聞き入り、有
意義な全体会となりました。

この町 この人

～地域のために いつもありがとうございます～

この欄では、人知れず地域のために活動されている方を不定期で紹介してまいります。
今回は、若竹山手町会の松久弘男さんをご紹介します。
松久さんは、平成５年５月頃から運動を兼ねて、自宅から瀬上の池までのごみ拾いを週２回
（土､日）を原則として始められました。
平成８年の定年退職以降は年間３００日を目標に、早朝３時頃から７時過ぎまで、瀬上の池まで
の主要道路はもちろんのこと、円海山ハイキングコースの市界付近まで範囲を広げ、帰りは環状３
号線と４号線に挟まれる地域のごみ拾いをしてこられました。
多い日には５万歩を歩き、また最も遠くは茅ケ崎までごみ
を拾って歩いたこともありました。
最近は、高齢になったこともあり、舞岡上郷線道路、いた
ち川沿いの道路、隣接する町内の道路やごみ集積場所の清掃
を行っているそうです。

第６回 本郷第三ふれあいスポーツまつり 開催のお知らせ

お子様からお年寄りまで誰でも楽しめるプログラムを用意しています。
すてきな賞品もあります。 みなさんお誘いあわせのうえご来場ください。

軽野幸男

本郷第三地区社協だより
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地区社協総会が開催されました
４月２８日（土）、本郷小学校コミュニティハウスにおいて、平成３０年度本郷第三地区社会福祉
協議会総会が 5８名中 4２名の会員の出席により開催されました。
総会では、議長の渡邊すみ江会長の議事により、平成２９年度事業報告と決算報告及び３０年度事
業計画と予算について審議され、承認されました。

慶寿会のお知らせ

≪平成３０年度の主な事業≫
本郷第三地区にお住まいの 70 歳
１ 敬老事業「慶寿会」の開催
以上の方、65 歳以上の一人暮らし
２ 福祉団体助成事業
の方をご招待して開催します。
① 福祉関係 10 団体への助成金支給
開催日
10 月 28 日（日）
会 場
本郷小学校体育館
② 町内会・自治会の敬老事業への助成
３ 地区社協研修会
４ 支えあいネットワークとの連携、第３期地区別福祉保健計画の推進
① ５分科会(高齢者等/災害時/広報/ボランティア/子育て)の活動支援
② 幹事会（年 6 回）
、全体会（１回）の開催
５ 区社会福祉協議会との連携及び本郷第三連合事業への協力
≪平成３０年度 予 算≫ 1,262,510 円
収入
繰越金
228.576 円
助成金収入 315,284 円（区社協ほか）
独自会費
718,650 円（１世帯 150 円）

支出

事業費
助成金
その他

465,000 円（敬老事業）
330,000 円（福祉団体）
467,510 円

本郷第三連合総会が開催されました
４月２８日（土）、地区社協総会に続いて、本郷第三連合町内会定例総会が開催されました。
総会では、平成２９年度事業報告と決算報告及び３０年度事業計画と予算について審議され承認
されました。また、役員改選が行われ、連合町内会長に山田直樹前鍛冶ヶ谷町内会長が、副会長に
綿引一男若竹町内会長が選任されました。

日 時 9 月１６日（日）10 時～
場 所 本郷小学校校庭（雨天時は体育館）

編集委員 ： 水越春彦 本間和男 片山榮一 杉本須美子 服部泰子
佐野也須子 新井場貞子
協
力 ： 栄区社会福祉協議会 中野地域ケアプラザ
連 絡 先 ： 中野地域ケアプラザ （担当：遠山 TEL 045-896-0711

平成３０年６月１日

坂本友子

FAX 045-896-0713）

≪平成３０年度の主な事業≫
１ 地区内の諸問題について行政・関係機関に要請、交渉
２ 防災訓練の実施（１１月１８日、若竹町内会と合同）
山田会長
３ 本郷第三ふれあいスポーツまつりの開催
４ 各町内会・自治会への行事助成及び各種団体・老人会・子ども会への活動助成

平成３０年６月１日
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本 郷 第 三 地 区
６月

７月

８月

９月

● ７日（木）
● ９日（土）
◎１１日（月）
●１４日（木）
●１５日（金）
◎２３日（土）
◎２５日（月）
●２６日（火）
●２８日（木）
●２９日（金）
◎２９日（金）
◎ 未定
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中野富士見ふれあいサロン 出前講座（相続） 13:30 本小コミュニティ
中野町内会 横浜市民防災センター見学
9:20
こども広場モーリーズ 親子体操 10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン 大正琴
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
本郷小学校コミュニティハウス パッチワーク教室 本郷小学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
みんなの広場たけのこ こんにゃく作り
13:00 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ 七夕まつり・おもちゃ病院 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 筋トレ・ストレッチ 13:30 中野地域ケアプラザ
プリンス会館おしゃべりサロン 大正琴
14:00 プリンス会館
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 体操
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
栄区子ども会映画会「リメンバーミー」
栄公会堂
中野町内会 梅ジャム作り

◎ １日（日） スポーツ推進委員 親睦スポーツ交流会
9:00 本郷小学校体育館
● ４日（水） 鍛冶ヶ谷町内会 防災研修会
● ５日（木） 中野・富士見ふれあいサロン ハーモニカ 13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
◎ ８日（日） みんなの広場たけのこ ころころアイス
13:30 中野地域ケアプラザ
◎ ９日（月） こども広場モーリーズ 子育て相談 10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
●１２日（木） なでしこサロン ウクレレ
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
●１２日（木） プリンス会館おしゃべりサロン ハーモニカ 14:00 プリンス会館
◎１４日（土） 港南台プリンスハイツ自治会 夏祭り（予定）
虻名公園
◎１４日（土） 本郷富士見ヶ丘自治会 のんびりウォーク（四季の森公園）（予定）
◎２１日（土）～２５日（水） さかえスポーツくらぶ カヤック体験教室 本郷中学校
◎２３日（月） こども広場モーリーズ 親子パン作り・おもちゃ病院 中野地域ケアプラザ
◎２３日（月）～２７日（金） ラーバン港南台自治会 早朝ラジオ体操
◎２４日（火） 本郷小学校コミュニティハウス 親子でパン作り教室 本郷小ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
●２４日（火） いきいき健康づくり リズム体操
13:30 中野地域ケアプラザ
●２７日（金） 鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 夏休みお楽しみ会 13:30 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
◎２８日（土）～２９日（日） 鍛冶ヶ谷町内会 夏祭り盆踊り大会
鍛冶ヶ谷西公園
◎ 未定
中野町内会 鎌倉ハム工場見学
◎ ４日（土）
◎ ６日（月）
◎２０日（月）
◎ 未定

元大橋町内会 元大橋ふれあいまつり
中野幼稚園
こども広場モーリーズ 小学生ボランティア体験
中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ おもちゃ病院 10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
中野町内会 飯盒炊飯

● ６日（木）
● ９日（日）
◎１０日（月）
●１３日（木）
◎１６日（日）
●１７日（祝）
●２２日（土）
◎２４日（祝）
●２５日（火）
●２８日（金）
●２８日（金）
●２９日（土）
◎３０日（日）
●３０日（日）
● 未定

中野・富士見ふれあいサロン シャンソン 13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
鍛冶ヶ谷町内会 敬老昼食会
鍛冶ヶ谷集会所
こども広場モーリーズ お月見・親子体操 10:00 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン キーボード
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
本郷第三連合 ふれあいスポーツまつり 10:00 本郷小学校
ラーバン港南台自治会 敬老事業
本郷小学校コミュニティハウス 健康管理講座 本郷小学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
こども広場モーリーズ おもちゃ病院 10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 筋トレ・ストレッチ
13:30 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 歌声喫茶 13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
プリンス会館おしゃべりサロン ハンドベル 14:00 プリンス会館
元大橋町内会 安否確認訓練
本郷富士見ヶ丘自治会 防災訓練（予定）
10:00 中野町左近公園
みんなの広場たけのこ 歌声喫茶
13:30 中野地域ケアプラザ
港南台プリンスハイツ自治会 安否確認訓練

※ 申し込みが必要なイベントもあります。詳細は主催者にお問い合わせください。

●

（日時やイベントの内容が変更になる場合があります。
）

４日（木）

中野・富士見ふれあいサロン

マジックショー

13:30 本小コミュニティ
明朋高校第２グラウンド
スポーツレクリェーションフェスティバル
栄スポーツセンター
こども広場モーリーズ ベビーマッサージ・親子体操 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン マジック
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
鍛冶ヶ谷町内会 町民体育祭
本郷特別支援学校
ローレルスクエア港南台自治会 ふれあい秋祭り
鍛冶ヶ谷北谷公園
みんなの広場たけのこ おもしろ科学探険隊 13:30 中野地域ケアプラザ

10月 ◎ ６日（土） 若竹町内会 若竹ふるさとまつり
◎ ８日（祝）
◎ ８日（祝）
●１１日（木）
◎１４日（日）
◎１４日（日）
◎１４日（日）
◎２１日（日）
◎２２日（月）
●２３日（火）
●２４日（水）
●２６日（金）
●２８日（日）
◎ 未定
◎ 未定

本郷富士見ヶ丘自治会 親睦会（予定）
こども広場モーリーズ ハロウィン・おもちゃ病院 中野地域ケアプラザ
プリンス会館おしゃべりサロン 紙芝居
14:00 プリンス会館
いきいき健康づくり 本山式筋トレ・脳トレ 13:30 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 体操
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
慶寿会
10:00 本郷小学校体育館
中野町内会 防災訓練
元大橋町内会 ハロウィン

●

中野・富士見ふれあいサロン

１日（木）

11月 ◎ ３日（祝） さかえ区民まつり

12月

凡

体操 13:30 本郷小学校コミュニティハウス
10:00 本郷中学校

◎ ４日（日）
◎ ４日（日）
● ８日（木）
◎１０日（土）
◎１１日（日）
◎１１日（日）
◎１２日（月）
◎１７日（土）
◎１８日（日）
◎２５日（日）
◎２６日（月）
●２７日（火）
●３０日（金）
● 未定
◎ 未定
● 未定

鍛冶ヶ谷町内会 日帰りバス旅行
ラーバン港南台自治会 自主防災訓練
なでしこサロン カラオケ
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
鍛冶ヶ谷町内会 避難・防災訓練
栄区民スポーツフェスティバル
栄スポーツセンター・本郷中学校
元大橋町内会 防災訓練
こども広場モーリーズ 親子体操・子育て相談 10:00 中野地域ケアプラザ
本郷小学校 ほんごうふれあいフェスティバル
本郷第三連合・若竹町内会 合同防災訓練
子ノ神日枝神社
ラーバン港南台自治会 ビンゴ大会
こども広場モーリーズ クリスマス飾り作り 10:00 中野地域ケアプラザ
プリンス会館おしゃべりサロン ラテン音楽
14:00 プリンス会館
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 落語
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
元大橋町内会 バス旅行
若竹山手町会 町内会親睦行事
いきいき健康づくり ハイキング

◎ ２日（日）
● ６日（木）
◎１０日（月）
●１３日（木）
◎１７日（月）
●２１日（金）
◎２２日（土）
◎２３日（日）
● 未定
◎ 未定

みんなの広場たけのこ クリスマス飾り作り 13:30 中野地域ケアプラザ
中野・富士見ふれあいサロン カラオケ 13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
こども広場モーリーズ クリスマス飾り作り 10:00 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン アンデスの音楽
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
こども広場モーリーズ 人形劇・おもちゃ病院 10:00 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン クリスマス会 13:30 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
青少年指導員・みんなの広場たけのこ しめかざり作り 10:00 中野ケア
鍛冶ヶ谷町内会 町内一斉自主清掃
中野町内会 安否確認訓練
港南台プリンスハイツ自治会 防災訓練

例

■
■
■
■

連合町内会のイベント、区のイベント 及び地域の皆さんが参加できるイベント
町内会・自治会のイベント
こども広場モーリーズのイベント（就園前のお子さんと保護者）
サロン等どなたでも参加できるイベント

◎◎◎◎ 子ども向け 及び 子どもとおとなが参加できるイベント
●●●
おとな向けのイベント

