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岡村地区連合町内会 岡村地区社会福祉協議会
会長 三澤繁次
あけましておめでとうございます。
皆さまお揃いで新年をお迎えのこととお
喜び申し上げます。
年の過ぎるのは本当に早いもので、考え
３. 岡村地区諸団体更新状況報告 （敬称略）
ている暇もなく過ぎてしまいます。さて、今
民生委員・児童委員、主任児童委員 委嘱式
年は“酉”年、ゆったりと大空を飛ぶ鳥の
１２月１日 磯子公会堂
ように一年を過ごしたいと考えているところです。とは言い
任期 平成28年12月 1日～平成31年11月30日 （3年間）
ながらも、時は待ってくれません。
これから３年間、よろしくお願いいたします。
昨年もまたあちこちで大きな地震が発生し、私どもも「対 ○民生委員・児童委員 （１７名） （敬称略）
岸の火事」として見ているわけにはいきません。
岡村中部自治会
（3名）小島美恵子、岡田秀子、
地域の高齢化や要介護者等に、地域全員で対応できる
塚田とみ子
「見守り・支え合える」関係を構築していかなければなり
岡村西部第一自治会 （４名・1名欠員） 印東和子、
ません。
齊藤康子、宮澤圭子
今年の目標として、「小さな地域での見守り・支え合い」
岡村西部第二自治会 （４名） 武田千津子、本間太一、
を推進していきたいと思います。
大庭相子（新任）、望月一恵 （新任）
個人情報保護法の中で災害時の「他の助けを必要とす
岡村西部第三自治会 （2名） 野口清子、小島和子
る人々」の情報を日常において共有することが難しい現在、 泉谷自治会 （2名）
束野 操、齊藤敏和
隣近所の状況をお互いが知り合い、「イザ」というときにお
笹堀菱興団地自治会 （１名） 大西奈美
互いの情報を必要な人に提供できる体制づくり、また、近
岡村住宅自治会
（１名） 小柳節子
隣同士の助け合いができるようにみんなで推進していき
○主任児童委員 （2名）
ましょう。
田辺美代子（岡村西部第一）木本綾子（岡村西部第二）
今年も、お互い元気に楽しい一年となるよう頑張りま
※ 岡村西部第一自治会欠員１名については、
しょう！！
本年もよろしくお願い致します。
来年７月推薦予定。
※ １１月３０日をもって退任された方々
中野尚代 （岡村西部第一）、
２.岡村地区の顕彰者
○第４７回「地域安全県民のつどい」 9月2日 県立音楽堂
大橋喜美子・ 綱島八代江 （岡村西部第二）
県防犯協会長・県警本部長連盟感謝状
長い間、地域のためにご活躍いただき誠に有難う
岡村地区連合町内会
ございました。
○「安全安心なまち 磯子区のつどい」10月15日磯子公会堂
安全安心まちづくり功労者表彰 防犯の部
４ ．諸団体紹介
小池上一氏 （泉谷自治会）
○保健活動推進員 人々の健康作りの為の活動を行っ
○第３５回かがやきクラブ横浜大会 10月26日神奈川公会堂 ています。例えば健康体操やゼロ歳児と母親達のママ会
横浜市老人クラブ 理事長表彰
のサポートを毎月行い、他に歴史散歩など歩く習慣作りで
長谷部正章氏 （岡村中部第一寿老クラブ）
健康を目指します。 滝頭ケアプラザの看護師さんや磯子
会員増強特別表彰・１００万人会員増強運動特別賞
福祉保健センターの保健師さんによる講演会を開いたり、
岡村西部第一寿老クラブ
春と秋には高齢者の集いで食事会のお手伝いもしていま
○全国社会福祉大会 １１月１１日 東京
す。 どの行事も、私たち自身も楽しんで参加しています。
民生委員児童委員功労者表彰
○家庭防災員
大橋喜美子氏 （岡村西部第二）
防災への対応で 自助・共助・公助と言われる視点から、
○横浜環境行動賞 「ヨコハマ３Ｒ夢」 11月13日 南公会堂
①防火（出火防止・初期消火・避難要領）
清潔できれいな街づくり推進者表彰
②救急（応急手当・救命処置要領・AED）
三澤繁次氏 （岡村西部第一）
③地震・風水害 対策（事前・発災時対応・災害図上訓練
環境事業推進員委員永年在職者表彰
：DIG)などで、地域の防災力向上の役割を担っています。
神谷満生氏 （岡村西部第一）
その為には、HAG（ハグ）と呼ばれる防災拠点運営訓練
○神奈川県青少年指導員大会 11月27日 関内ホール
や女性消火隊の活動などでも元気に頑張っています。
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５．平成２８年度「後半の主な事業計画」
１月 １日（土） 広報紙「おかむら第２９号」発行
１月 ５日（木） 磯子区新年賀詞交換会
磯子スポーツセンター
１月 ７日（土） 磯子消防出初式 磯子公会堂
１月 ８日（日） 磯子七福神めぐり ９時・
岡村西部連合自治会館前出発
１月 ９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１５日（日） 地区新春こども書初め会
岡村西部連合自治会館
１月１５日（日） 山王台小学校防災拠点訓練
泉谷・笹堀・岡住自治会
１月２１日（土） 岡村小学校防災拠点訓練
岡村西部連合自治会
２月 （未定） 岡村地区社会福祉協議会研修会
２月１９日（日） 岡村中学校防災拠点訓練
岡村中部自治会
２月２５日（土） 岡村梅林ライトアップ 岡村梅林
２月２６日（日） 第２４回岡村梅林「梅まつり」岡村梅林
３月１２日（日） 第６回３．１１東日本大震災対応研修・
第２回防災スマイリングフェア
岡村公園少年多目的広場
３月 日（土） 岡村中部自治会 桜まつり
岡村３丁目公園
※ ４月以降は、２９年度計画による

クラフトパークにて記念撮影
○第４０回磯子まつり ９月２５日 岡村地区
岡村音頭「おかむらをきずこう」パレードに５４名参加
オープニングセレモ
ニーでの風船飛ばし
産業道路を先生たち
と仲良く踊りました。

６． 自治会活動紹介（７～１２月）
○第２４回岡村池田児童「山と緑の体験」交流
７月３０日～８月１日 長野県池田町訪問
岡小・藤小児童３６名、引率者９名で池田町へ。
３０日 対面式、なかよし学校訪問（岡村小～池田小・
藤の木小～会染小）
歓迎会で交流
３１日 市民農園じゃが
いも堀り、
クラフトパークにて
レクリェーション、
等実施。
１日 マレットゴルフ、トンボ玉体験など池田の児童達と
交流。
楽しい体
験となり
ました。
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○学校地域合同通学路清掃
１０月１日 岡村小学校・藤の木中学校・地域合同
雨天中止
１１月４日 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３～４丁目の
暗渠通路を清掃
通学路がきれいに
毎日楽しく通学で
きる様になり
ました。

○第１８回防災親睦健民祭

１０月１０日
藤の木中学校校庭
前日の雨のあと、１０日は寒いけれどもスポーツ日和。
自治会対抗を含めて、防災を兼ねた競技を多く取り入れ。
昼は、防災炊き出し訓練のレトルトカレーを全員で昼食に。
自治会別の対抗競技では笹堀菱興団地自治会が優勝。
競技終了後、全員で抽選会。お米やいろいろなものを当て
午後３時過ぎ帰路へ。

○第１０回久良岐まつり １０月２２・２３日
久良岐能舞台・庭園及び仮設舞台
今回１０回目を迎え、地域の 岡小・藤小・山王台小 ３小
学校児童と育美幼稚園児が太鼓・コーラス・ハーモニカ演
奏を披露。藤の木中の吹奏楽、横浜学園高校生の発表も。
また、将来の歌手を目指す有希乃路央さんなども出演。
屋台も６軒ほど出店し、大いに盛り上がりました。来場者
は２日間で延２，１００名程度に。
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○第２回「高齢者のつどい」 １１月３日
岡村西部連合自治会館
70歳以上の方々を対象に、約50名程
参加。マジックショーで楽しみ、昼食には
「秋の栗ご飯・山形の里いも入り汁物等」
ビンゴで「お花」をゲット、楽しい1日でした。

グランドゴルフ、 ホールインワンも出たよ！！

○ペットボトルロケット飛行 １１月２０日
藤の木中学校校庭
地区青指
7月に「夏休み親子教室」で製作した“ペットボトルロケット”
を校庭で飛ばしたよ！ ８２ｍも飛んだロケットも。

○第１７回岡村地区文化祭

１１月１９・２０日
藤の木中学校挌技場
地域の小学校・中学校及び地域の方々の作品展示

○餅つき・クリスマス会 １２月１８日 岡村西部連合自治会館
地区子ども会
約100人のこども達が参加して
ゲームや餅つき体験・焼き芋・
クラフト昆虫作りで楽しいひと時
を過ごし、最後にお土産をもらって
帰途につきました。

来場者の投票により
学校ごとに優秀賞を
３作品選出。
作品提供者３５２名
作品数 ４８０点
来場者 １７６名
来場者の少ないの
のが残念でした。

○ミニ門松・和凧づくり 1２月２5日 岡村西部連合自治会館
子ども育成３団体
13組の親子参加があり、14対
のミニ門松と和凧を作り、最後
にお餅を頂いて散会しました。

○地区スポーツフェスティバル １１月２０日
藤の木中学校校庭 地区スポ進
自治会対抗で、グランドゴルフ、輪投げ実施。
グランドゴルフ優勝：
第二自治会
輪投げ優勝：
第二自治会
総合優勝：
第二自治会
でした。
輪投げ風景
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