岡村地区連合町内会・岡村地区社会福祉協議会 広報紙

お か む ら
新年あいさつ
岡村地区連合町内会・社会福祉協議会
会長 三澤繁次
新年あけましておめでとうございます。
ご家族お揃いで新しい年をお迎えのことと
お喜び申し上げます。
皆様方には大変ご協力いただきつつがなく
昨年一年間を過ごすことができました。
誠にありがとうございました。
昨年は、大きな変化が３件ほどありました。
第一は、６２年という長きに亘り会長として地域
の発展に寄与頂きました「渡部近司会長」が４月末日をもち
まして退任されたことです。渡部会長には深く感謝の意を
表します。
第二は、岡村中部自治会が岡村地区連合町内会の一員と
して加わられたことです。岡村地区が４０８０世帯と増えて活
動の範囲・内容も拡がりました。
第三は、横浜市内初の「女性消火隊」が発足したことです。
災害時の初期活動への対応の幅が広がりました。
さて、最近高齢化率の増加が叫ばれておりますが、岡村
地区においても然りです。一人暮らし、日中独居、要介護、
認知症等の増加が見込まれ、地域としての対応がより必要
となって参ります。これらへの対応に、地区連合・社協、スイ
ッチＯＮ磯子、民生児童委員、保健活動推進員等多くの
方々の協力のもとに推進して参ります。とは申し上げても限
りがあります。一人一人が自分の生活に責任を持ち、いつ
までも健康で過ごせることが一番です。
今年の目標を「健康寿命を伸す」こととして、お互いに頑張
りましょう！
本年も宜しくお願い申し上げます。
敬具

平成２７年度後半の主な事業
１月 1日（金）
１月 6日（水）
１月 9日（土）
１月10日（日）

広報紙「おかむら第２７号」発行
磯子区新年賀詞交換会 磯子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
磯子消防出初式 杉田臨海緑地
磯子七福神めぐり
９時 岡村西部会館前出発
１月１１日（成人の日）岡村地区新年賀詞交換会
岡村小学校体育館
１月１６日（土） 岡村小学校防災拠点訓練
岡村西部連合自治会
１月１７日（日） 山王台小学校防災拠点訓練
泉谷・笹堀・岡住自治会
２月１３・１４日（土・日） 地区社協・地区連合合同一泊研修会
訪問先未定
中部自治会
２月２１日（日） 岡村中学校防災拠点訓練
（東部自治会・ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ蒔田自治会と合同）
３月 ５日（土） 岡村梅林ライトアップ
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３月 ６日（日） 第２４回岡村梅林「梅まつり」 岡村梅林
３月１３日（日） 第４回 ３．１１日本大震災対応研修会
４月 ２日（土） 岡村中部自治会 桜まつり

岡村地区の顕彰者
○「安全安心なまち 磯子区のつどい」
１０月１０日（土） 磯子公会堂
安全安心まちづくり功労者 防犯の部受賞
小川忠良氏（笹堀菱興）
○第１７回岡村地区防災親睦健民祭
１０月１２日（体育の日） 藤の木中学校校庭
スポーツ推進委員とし貢献・感謝状贈呈
遠藤眞司氏（泉谷） 今井修司氏（笹堀菱興）
○磯子消防出初式
１月 ９日（土） 杉田臨海緑地
一般消防功労賞受賞 小島治夫氏（西部第三）
一般防犯功労賞受賞 臼見元恵氏（西部第一）
磯子消防署長感謝状 岡村地区「女性消火隊」

岡村地区 各種委員の更新・募集
○青少年指導員 任期２年 第２５期
○家庭防災員
任期なし 教育期間１年
○赤十字奉仕団員 任期なし ２年ごとに名簿確認
※ 以下について 新たな「なりて」を求めています
○保護司 任期２年 現在地区３名のところ１名のみ
○更生保護女性会 随時 現在地区にはおりません
○消防団員 現在４名 災害に備えて募集しています

諸団体の紹介
岡村地区福祉保健計画推進委員会（スイッチＯＮ磯子）
平成２７年度 主な事業
○高齢者の集い 季節料理を楽しむ 地区社協と共催
○健康体操と講座・近隣の歴史散歩
１）夏の健康維持 ２）三殿台歴史散歩
○地域自治会まつり （三世代交流の盆踊り・練習）
○要援護者支援事業（援護者の調査、名簿の作成）
○地域支え合い事業、岡村中部自治会触れ合いサロン
地区高齢者見守り訪問とサロンの開催 等
※ ２８年度よりスイッチＯＮ磯子第３期が開始されます！
岡村地区民生委員・児童委員協議会
岡村地区民児協は、民生委員・児童委員１９名で構成さ
れ、『高齢者から赤ちゃんまで！』をモットーに、ひとり暮
らしや日中独居の方々を温かく見守っています。
地域で『高齢者のつどい』を催し、集いの中で皆さんの
笑顔が見られることに励まされます。
様々な活動を通してよりよい方向になるように、我々一同
研鑽したいと思います。

トピックス
○汐見台病院 移譲先決まる！！ 平成２８年４月から
移譲先 医療法人社団「康心会」 本拠地：茅ヶ崎市
○岡村地区社会福祉協議会チャリティバザー開催
８月２２日（土） 岡村西部夏まつり会場にて
皆様方のご寄付ありがとうございました
○敬老行事 各自治会にて開催 ９月２１日（敬老の日）
○長野県池田町
１０月１０日
町制施行１００周年・合併６０周年記念式典実施
岡村西部自治会より 渡部近司、三澤繁次、小島治夫
の３名出席
○福島県広野町から １０月
岡村地区連合町内会へ
広野町町制施行７５周年記念感謝状を授与
３．１１東日本大震災時の義援金への謝意として
○磯子区在宅医療拠点 「相談室かけはし」
磯子区医師会館内（滝頭休日診療所）に開設
１１月１６日（月）から活動開始
○岡村地区主任児童委員決まる
木村綾子さん（西部第二） １２月１日から活動開始
○福祉保健計画「スイッチＯＮ磯子」
第３期岡村地区計画決まる

第２３回岡村池田児童交流「海と都市の体験交流」
池田町：児童２９名 引率１１名

８月１～３日（土～月）
岡村：児童２５名
引率９名

参加者記念写真（氷川丸前にて）

自治会夏まつり
笹堀菱興自治会
笹堀第－公園にて
７月１８日（土） 老若男女が親睦をふかめました

泉谷自治会
泉谷公園にて
7月25日（土）子供みこし・ゲーム，模擬店，抽選会，バンド
演奏など，皆様にお出でいただき，和やかに実施

岡村小
体育館
歓迎会
にて

岡村中部自治会
岡村三丁目公園にて
８月２０・２１日（木・金）盆踊り、２２日（土）焼きそば、金魚す
くいなど６種の模擬店及び町内神輿展示・宮神輿渡御お
迎えを、２３日（日）子ども山車巡行を町内で実施

八景島にて
岡村西部連合自治会
自治会館周辺にて
８月２２日・２３日（土・日）、子どもゲーム、山車の運行、
子ども・親子
盆踊り等実
施。模擬店
も出て賑や
かに。
最後に神輿
を担ぎ、終
わりました。

こども自然公園
青少年野外活
動センターにて
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学校地域合同防災訓練
３５８名参加

１１月１３日（金） 「岡村中学校・岡村西部連合」
「岡村中学校・中部自治会」 ２か所で実施
岡村中学校生徒が授業の一環として、地域と一緒に
実施しました ３丁目・４丁目の暗渠通路を清掃
これからも、みんなできれいにしていきましょう！！

９月１日（火）

女性消火隊発足式・任命状授与

上 放水状況
右 小学生による
消火訓練

第１７回防災親睦健民祭
藤の木中学校校庭

第３９回磯子まつり

５０１名が参加し楽しい一日でした

９月２７日（日）

岡村音頭「おかむらをきずこう」パレードに５２名参加
岡村小学校児童と踊りの先生方が楽しく踊りました

学校地域合同通学路清掃
１０月３日（土） 岡村小学校・藤の木中学校・地域合同実施
１２０名程参加
通学路等が
きれいになりました

上 藤の木中学校
前の清掃
左 岡村小学校
１００段階段清掃

今年から中部自治会が加わり
参加者が増えました
優 勝 笹堀菱興団地自治会
準優勝 岡村中部自治会
３ 位 岡村西部第三自治会
3

１０月１２日（体育の日）

第９回久良岐まつり

地区スポーツフェスティバル

１０月２４・２５日（土・日）

久良岐能舞台・庭園及び仮設舞台

１１月２２日（日）

藤の木中学校校庭にて 見事ホールインワンも２名
グランドゴルフ
の一コマ

延１５００名の方々が来園
久良岐能舞台 及び
庭園にていろいろな
演芸等を楽しみました

輪投げ風景
真剣な情景が
見て取れます

ペットボトルロケット飛行

１１月２２日（日）

７月、親子工作教室で製作したもの９機飛行

高齢者のつどい

１１月３日（文化の日）
岡村西部連合自治会館

餅つき・クリスマス会

１２月２０日（日）

岡村西部連合自治会館にて
クリスマス会ではジュニアリーダー
の皆さんが色々なゲームで子供
たちを楽しませてくれました。
平成２７年度２回目 ９１名参加
落語に興じ、「みんなで楽しく
脳トレーニング」講座で勉強

第１６回岡村地区文化祭
作品数３９７点、来場者１７６名

１１月２１・２２日（土・日）

おいしい餅がたくさん
出来ました

藤の木中学校挌技場

ミニ門松・和凧づくり

１２月２３日（天皇誕生日）

「元気なおかむら まちづくり」の会 主催による
ミニ門松・和凧つくりが、西部自治会館で開催され、
１３組の親子が参加しました
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