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おめでと うございます� ぷ湾2r
』ー----九二

相 崎地区社会福祉協議会会長中村金司

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

昨年は皆様のご協力、ご尽力を頂き無事に協議会運営を遂行する事ができました。

さて、昨年10月に岩槻区自治会連合会の研修会で宮城県の関上(ゅりあげ)地区に行っ

てまいりました。常磐道を進むにつれ放射能の値が徐々に高まり、生活感のない住宅、雑

草に覆われた田畑がつづき、農業人の私には感じるものがありました。翌日は閑上地区を

パスで視察、ボランティアガイドさんの説明の中に、親は“子供が心配"で息子にこう言っ

たそうです。「私の事は心配しないで、逃げなさい、生きていればいつかどこかで会えるか

ら」と。子供を思う親子の紳を感じてまいりました。震災から� 6年目になりますが、復興

にはまだまだ険しい道が続くと思います。早く元の生活に戻れるように祈るばかりでした。

ゼ� 
10月15日老人福祉センター「槻寿苑」で敬老会を開催、 タ� 

187名の方が参加されました。最高齢者は白寿� (99歳) じ
を迎えた浮谷市営住宅の鶴島フヂさんです。次に高齢者五

は93歳の谷下の加藤よしさん、柏崎の岡田千三四さんのア量 総哩噛鱒盟眠、機織~ ..J()ø~ 

2名。米寿は加倉� 3区の大畠ちよ子さん、森田 年さん、 中村会長より祝福の花束贈呈

内山金二郎さん、原町の本田伊佐夫さん、柏崎の関根勝重さん、高橋きみ子さん、横根の

野口ちい子さん、浮谷上の林 桂英さん、遊馬玉江さん、浮谷下の岩井八千代さんの10名。

中村会長より花束贈呈で祝福されました。このあと「笑いヨガ」講座が行われ手振りをい

れながら腹から声をだして大笑いする健康法です。

矢野妙子

民生委員の

軽妙な誘導

で最後に

は、みなさ

ん腹の底か

ら大笑いを 鶴島フヂさん 加藤よしさん 岡田千三四さん 大畠ちよ子さん 森田年さん 内山金二郎さん
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本田伊佐夫さん 関根勝重さん 高橋きみ子さん 野口ちい子さん 林桂英さん 遊馬玉江さん 岩井八千代さん

していました。ここで昼食休憩です。

午後の部は高橋さんの津軽三味線と野口さんの尺八演

奏。お二人とも雅号を持つ先生です。見事な三味線のバチ

捌き、優しくも美しい音色の尺八は参加者を魅了しました。 

2人とも演奏歴50年だそうです。

途中たまたま槻寿苑に来たという昔仲間の杉山さんが途

中参加、素晴らしい声で民謡を歌ってくれました。アンコ

ールも出るほどでした。次は結成30年の「清心太鼓」グ 高橋さんと野口さんの演奏

ループの演奏。山田正美代表含め 9名による太鼓演奏。演

目により華麗なるバチ捌きや叩き方が違い、室内のため、

迫力ある太鼓の音は参加者の腹に響く迫力で皆さん圧倒さ

れました。最後は「陽気に楽しくさあ唄おう」コーナーで

子供のころ誰でも唄った童謡を数曲ハーモニカの伴奏で唄

いました。

なお、今年も目白大学の毛束忠良先生と学生さん、柏陽

中学生合わせて  15名がスタッフとの一員として参加活動

してくれました。ありがとうございました。 迫力あるバチさばきで場内を圧倒 

昼時には相陽中学校吹

奏楽部の演奏、かしわ
がんばれ!どんどん投げて

ガッツボーイズの紹介、遷喬会の迫力ある練習

試技等があり花を添えました。自治会対抗は 1

位が「原町J 2位「真福寺J 3位「谷下」で中

ウォーキング教室姿勢正しく胸はって 村大会委員長から表彰されました。

10月 9日(日) 今年も雨天にかかわらず1，000名が参加、「相

陽中学校体育館」をお借りして行われました。学生さん達も係員

として参加、誠にありがとうございました。オープニングは相崎

小学校鼓笛隊の演奏。競技種目は  18競技。子供さんも参加でき

る競技が多く、父兄の熱い声援に応えて元気よく走りまわりまし

た。自治会対抗は 5種目。会場が狭いため競技距離も短くなり、

周りに陣取った各自治

会にすぐ近く、大きな

声援が響き迫力万満点

の競争になりました。
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11月13日(日) 柏陽中学校グランドに各

地区自治会から  160名が参加、全員を無作

為に 3"-'4人 l組に分かれで  8ホールを 3

回戦行い「地区団体優勝杯」を目指し日頃

の腕前を披露、和やかな内にも対抗意識を

持ちつつ全力プレーで競技は行われました。

団体優勝は「加倉 1区」、準優勝は「柏崎J、 

3位は「浮谷上J、その他、個人優勝は橋詰

昭雄(加倉  l区)さん、シニア賞は本田常

次(横根上)さんでした 

10月22日(土) 柏崎小学校で「親子サ

ロンが開催され、 183名の子供達が参加

しました。グランドではスタンプラリー

形式で各種ゲームが行われ、全競技を行

うと記念品がもらえます。四つのコーナ

ーがあり、①昔遊び②靴飛ばし③スピー

ドガン④大声コンテストです。靴飛ばし

では  10m以上を飛ばす子もあり、スピー

ドガンではかしわガッツボーイズのキャ

ッチャーめがけて全力投球、大声コンテ

ストでは普段出さないような大声でマイ

クに向かっていました。昔遊びは“けん

玉、竹馬、ヨーヨ一、ビー玉、ベーゴマ"などが用意されており、普段ゃった事のない遊

びなので、上手に出来ず特にベーゴマは紐を巻く事も難しくやっと巻けてもなかなか回す

ことが出来ず、悪戦苦闘していました。 

入るかな? グループの注目のなかで

旬福るる

昔遊びは難しいが楽しいな

10月 3日(月) r社会福祉法人埼玉県共同募金会さいたま市岩槻区支会」の要請を受け

岩槻及び東岩槻駅前で街頭募金を行いました。柏崎社協からは中村会長以下民生委員  3名

が参加、通勤通学の皆さんからご寄付を頂きました。また、相崎地区では各自治会様、個

人様、商店様、会社様からご協力いただきました。集まりました募金は社会福祉関係の団

体に配分されます。有難うございました。



(4)平成29年 1月1日 祉協ぜよりやしわざを 第 13号

畿」欝
柏崎地区社協は今年も歳末助け合い援護事業を行いました。対象者は65歳以上の在宅寝

たきり高齢者、身体 ・知的障害者には支援金を、 70歳以上の一人暮らしの方及び75歳以

上の高齢者のみ世帯の方には正月用品を希望された方にお届けしました。支援金は 67名、

正月用品は 142名でした。

原町ふれあいサロン 

8月 8日から 8月15日まで「夏休みラジオ

体操」の集いを開きました。今年で 3回目で

す。お盆期間を含むため参加者が集まるかが

心配されましたが多くの方が集合しました。

連日の猛暑を乗り切るためにも朝から体を動

かし体調を整えるのも目的の一つです。 6時 

30分ラジオから流れる「第一体操」で体をほ

ぐしたあと、柿沼民生委員の指導で「中国健
大きく胸をはって 手を伸ばしましょう

身 練功18法Jという体操をしました。ラジオ体操と違い全身

をゆったりと動かし手足の筋肉や関節を伸ばしていきます。皆

さん動きはスムースでまるでニュース等でみる中国の広場のよ

うな雰囲気でした。連日夫婦で参加の日置 譲 (89歳)さん、

好子  (81歳)さんは元気の秘訣を「日頃から野菜作り、散歩な

ど体を動かすことに気をつかいながら自分のペースで過ごす事」

と話していました。なお、日置 譲さんは最高齢参加者です。 手作りのスタンプカード

皆勤者も多く今年も田中会長はじめ役員さん手作りのかわいいスタンプカードに参加印を

押してもらい最後に全員が参加賞等を頂きお聞きとなりました。 8日間延べ 195名が参加

しました。

真福寺ふれあいサロン砂初予。  

8月 6日(土) r親子三代ふれあいフェスタ J

を開きました。ふれあいサロンというとお年寄り

の集まりというイメージがありますが、世話人た

ちが子供からお年寄りまで参加できることは?と

考え、夏休みに“フェスタ(お祭り)"を開こう

と言う事になり、業者を入れず自分たちで、焼き

そば、フランクフルト、金魚やメダカすくい、ヨ

ーヨ一、ボールすくい、的当てなど子供が喜びそ 大賑わいのイベント会
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うなゲームを用意。今年で 3回目を迎え徐々に参加者も増えてきて大盛況。焼きそぼなど

火を使う男性陣は汗だくに。女性たちはゲームに群がる子供を整理するのに大わらわ。公

民館内ではお年寄りたちにこまごまと接待をする女性たちとそれぞれ大忙し。ゲームコー

ナーにいた柏崎小学校 3年生の中村駿太君は「金魚すくいがたのしい、すくった金魚は友

達に分けてあげるんだ Jと優しい。みんなが楽しい思い出を作った一日でした。

加倉一区ふれあいサロン 

7月 5日(火) 梅雨の合間の薄寒い日でしたが 

30余名が参加、毎年恒例となった七夕飾りを作

る事から始まりました。受付でもらった短冊に思

い思いの願い事を書き笹に結び完成。願いが成就

するようにとみんなで「たなばたさま」を合唱し

ました。第 2部は「トランプの王様ゲームJです。 

5"-'6人づつのグループに分かれ、積まれたトラ

ンプを 1枚ずつめくり 1番強いカードの人が総取
きれいに飾りましょう

り、トランプの山が無くなるまで繰り返し、 l番獲得枚数が多い人は誰か?を競うゲーム。 

5ゲームを行いそれぞれのグループのチャンピオンには景品が出ました。 1区には自慢で

きる料理上手なお母さんたちがいる事です。今日は“冷やし中華"でした。少ない予算内

で工夫し、味よし、見た目も美しい具だくさんの豪華な昼食となりました。毎回工夫して

その季節にあった料理を出してくれます。最後はデザートのスイカの種飛ばし大会を行い

ました。 1位は 8mを飛ばした小川英ーさん。 2位、 3位は大津功、ふさ子さん夫妻。そ

れぞれ7.8メートル、 6.8メートルでした。仲の良い夫婦に皆で拍手喝采。楽しい 1日でし

た。 

11月 8日(火) 旧県立民俗文化センター(加倉 5丁目)で行われている「さいたまト リ

エンナーレ 2016(国際芸術祭)を見学しました。普段なかなか見る事ができない芸術に

接し見分を広げようとの狙いです。残念ながら作品は著作権の関係で撮影禁止、内容は誌

面には載せないでくださいとの事でしたので写真はありませんが、一つだけヒン トを話す

と、林の中に造られた池に意外な仕掛けがあり。皆さん楽しまれていました。その後自治

会館に戻り、誕生会、食事、なつかしの童謡を歌ってお聞きになりました。

浮谷上 ・下ふれあいサロン 

11月23日(水) グランドゴルフ春の

大会のリベンジを希望する声に応えて

今年 2回目の大会を「仙波グランドゴ

ルフ場Jで開きました。真冬本番の寒

さの中 31名が参加 8ホール 4ゲームを

行いました。 4連覇を目指し注目され

た仙波茂雄さんは腰の不調で実力を発 参加者の皆さん
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揮できず王座を明け渡す事になりました。優勝は林正治さん、 2位は清水敏治さん、 3位

は仙波茂雄さん、ブービー賞は浅見秀男さんでした。このほか自治会長賞、民生委員賞、

ホールインワン賞をそれぞれ並木迫之浮谷上会長より表彰されました。優勝した林さんは

「日頃の練習で頑張った成果が表れた」と喜びを語りました。

昨年12月に� 3年に� l度の一斉改選があり、下記の方が委嘱されました。� 

No. 氏 名 担当地域�  No. 氏 名 担当地域�  

69 再任 尾嶋孝夫
加倉� 2区一部、� 
3区� 1部� 

77 再任 小 瀧 義 朗 相崎一部� 

70 再任 日下部恵利子 加倉� 3区一部� 78 真福寺� 

71 再任 森 田 幸雄 加倉� 1区� 79 新任 宇田川 久仁子 横根上、横根下� 

72 新任 加藤京子 谷下・加倉2区1部� 80 再任 桑野 勇 浮谷上� 

73 再任 藤田美由紀 加倉� 3区一部� 81 新任 佐 藤 誠 浮谷市営住宅� 

74 再任 矢野妙子 加倉� 3区一部� 82 新任 野 津 康 男 浮谷下� 

75 新任 中嶋保子 柏崎原 新任 横 井 陽 子 主任児童委員� 

76 新任 利根川 里美 柏崎一部 再任 桑原見知子 主任児童委員� 

*Noは民生委員番号

退任されました� 72・加藤和正さん、� 75・柿沼千代子さん、� 76・中村広子さん、� 78・

中村房子さん、� 79・志水あさ子さん、� 82・仙波道男さん、 主児・吉田さいみさん、ご苦

労様でした。今後とも社協及び後継者の応援、 御指導をお願いいたします。

。柏崎地区からお二人が「永年勤続表彰Jを受賞しました。

矢野妙子さ んは� 6期18年勤続の功績をたたえられ昨年� 5月13日“さいたま市民会館お

おみや"で、清水さいたま市長より「永年勤続民生委員児童委員表彰」を受けられました。

また、主任児童委員の桑原見知子さんは� 5期15年勤続をたたえられ11月7日間会館で

行われた“さいたま市社会福祉大会"で清水さいたま市長より表彰を受けました。

介護の相談窓口 シニアサポー トセンタ一白鶴ホーム� 048-790-3311 

在宅介護支援センター岩槻まきば園� 048 -797 -2202 

社協事務所

開所日時 月曜日~金曜日(土日祝祭日休み、臨時休有り)� 

10時""' 12時 ・� 13時""'16時� 

TEL 048-797-2911 地域福祉コーディネーター倉田真由美


