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制旺Fli111J司 ● わめてとうこitヽ ま|
この1∞午 社会環境が人をく′|しするなかで 民■4■
児童委員のJはは一■して地域mtの要七して■|カ
さ′Iできました

青葉ヒ民生委11嘔豊,員 晟̈会の十Ⅲ
=お"れ

ま

しても高齢4の 兄,,t itめとした,,ま il動
=ユ=と使命感を持ってIl,■まれてきました :kめてtから■

計IJ´ 111=|■

さて 現す青某区
=ま

格備さitた 1,予

^ゃ
■かな■

然 ■mの和便|:itt tiり[城 11■ ,数多くの性力が

あ,0しています0-ル で ,,旨速
=少

子高綸化が

,tli人 口が,t少 していくことは壼けられな|ヽ l ti兄 でヽ

そこ〔今年■
'ニ

アの方 を々はじめ ,■で地良活

動
=興

1味を■らなう
',も

―●岬i■ |せなかった力々
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`|の
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=お
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=よ
||.い て■11,いただくことを

目t,と した■業をiち上 Iま した 7月 月ヽに開 卜したセ

■ンドキ十り,フォ ラムをキックォフtt址●(の予動を

'iめ

る■モが年べる あ2‐deスタートセミ十一Jや「Ⅲ高

生とのまちのネネづく
'フ

ログラム「 [カ ンドキ|リ アltt
赳ネ七ミナーJなどをサt間しています

民十■員 ,せ 〒 l.■ 0■ iを よしめ これまで址岐を

,えていたたいてきた方 t々■たな|[|ヽ '「 そしてF役
″う'力をあわ=;=詭 ま,■に′,た ,て「|ユ汽けたい

まち_そして「■んで
'た

,'ま ち」肯._を 1■,て ,ヽきたいと

思,ます

今にともら

'′

をお1ヽしください よらしくI.● いt'たします

民生委■ 児Jl・ 員の一■■
=か

らヽ ,‐が[,Lしま

した 新仁の方もベテランtそれFit地域1=‖ r● ●上 [

向 十てこ活iこのことと思います

大F6■ 11県で 済 |:而 世:出 L■ ,こ す公布コ l

十年 ■■Ⅲで公4■れた「サ■■H■ ,L,■ ¬ =亡
が ,11■ 民■委員|〔 Ⅲ l■

"れ
ました ●年は ]10

J年の記全する年で
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めツ tろ 役il i地
'え
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=「 ==難
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'間
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=仕
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今日
=道

itも 少
「

高官1化 'ヽ1也及社会の変化,,|
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●たらま地itの特性を生かしな■ら「||ヽが■■で

′全 =`」 して喜らせるI:会 Jを ,,ざし地ルの■卜とと
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するスロー
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を合古業
=し
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(2, 青葉区動 だより

7月9日 (日 )100周年■金大会力棟 ,(ビツグサイトで開/1され

全国で活動する民生委員児董委員 行政P略者年力約 l万人、

■■区からは16名が参加しました

オープニングは「民生委員11度100周年輌 世願間、方面委員

力ら民生委員へ)Jの映像から始まりました。

第1部 東京都民笙委員l臓委員連合会会長の開会宣言から始まり天嘉■后両睦下詢臨産のもと

物故

`へ
の黙行、信条の朗読 模拶 表彰等があり「あたたかい社会をつくる」と通し、

爺口 贅氏の記念講演・ |・ありました.

第2部 大会宣言、拠金贈
=、

次期開催地模拶などがあり民生委員の歌「花哄く郷■Jを斉唱しました。

7月 10日 (月 )は テーマ別峨 6ヶ所の会場で開催されました。

青葉区民生委員児童委員協議会 副会長 志オ,テ子

大上 6年 十岡J県知事 多丼信一が大正天皇より貧民の状況をたずねられたことを機に
(1917'1防資を日的とした睛 世顧I・晴 置丸tJを公布

大上 7年 1大瞑府知事 ホ市蔵ガ「大阪府方面委員規定■Jを公布

(1918) |

大■ 9年 1板浜1「において「横浜市方Ⅲi委員制度J創■
(1920)|

]8和 11年

(1936)

方面委員令公布 施行 全国統一の制度として運用

昭

ltt」 1民
生委員今がlll定され

1面
委員は民生委員と改められる

昭和 22年

(1947)

昭1123`|

■童獅 L法の制定に伴い 民生委日が児童委員を,tねる

民生委員法公布 施行
(1948)|

平成 6年 十「主任児芯委員制度J発足
(1994)1緑区より分区して隋 央区民生委員児童委員幅 会J発見

平成 8年 1晴茉区高齢者等定期訪岡事業'2J開始
(19%)|

晴 来区災喜時動 避顛

"ス
テム(あおば災常ネット)」 1月始

(支えあいカードの登録)

平成 20年

(2008)

平成 24年

(a12)
横浜市

“

5歳以上の「ひと0暮らし高齢却 地域で見年,』 推進事業」実施

1方面委員どま生活国窮者数懐のため 地域に世かれた 大■7■ (1,18■に大阪で始ま,|`和 11キ 1怖年1=法制化
2平成18'|(1鴨年,f青葉あれあい見十,11饗 よ

=改
称.



青葉区民児協I.よ り (3)

私たち民生..員 児童委員が工伴する子育て

'(場

で

は 夏・|みの7月 と8月 に中学十ボランティアを事 ,ます。中

学生たちは赤ちやんを抱0こした,ミルクやおむつ十えを体

験しおもちゃの手lr,も して一緒に遊びます 同 域の方
[抱っこされて育ったあなたが今度は赤ちゃんを抱っこす
る■Jと,親に送り山されな子もいました.■

―
ての

「,な拗1'Jを感じた疇間でした
また 12月には地域の先輩ママ逮によるクリスマスコン

サートカ'あります。ママと赤ちゃんの心を癒してく,■るひとと

きです

これからも 子育て広場ちユしていろいろな出会いを大

切にしていきたいと思います

高齢の方やl‐ がいのある方などの回 城のちよこっとし

た困りこと」を民生姜貝と布志が手助()して解決する―そ

れがiちょこボラ活動Jです

"■
度は平塚の

「花業ガーデンJと

小田原のレストラン
での生食でした

*庭の鋼道わ 水やり
*Jミ出し…ブラJミ 燃やすゴミなど分別をして集葡所べ

*他に電球の取替 買い物 庭の車取り家具¨ 囲碁将棋の

相手 話し相手

などなど地域‐ ■oと困●こ廣螂 決します

申し込み窓回は ,S志 日地域ケアプラツです。ボランティア

l名 につき30分300円を基本にした●慣ボランティアです

(他の必要饉童は実査です)

毎年l回上,本地区社協上■の高情者事業でバスハ

イタを行います.ひと,で歩くこと´ 安がある方や単独で

も参力!がしやすいよう
=と

私たち委員う4而 1,にサポー

トをして今年で26回 日となりました。

今pょどこに行って ljを 見ていただこうか お塁は

ちょぅとおしゃれでおいしいものをお土産のお買い物はど

こでできるだろうか。毎回 委員は企両のユ階から参力Iし
て頭をひね,ま,情報を収集し楽しく!んで参加いただ

けるオリシナルフランを失施しています.

限 土委員さんと,■縦なので′
`正

して蓼力l きました。

勁 つた」という感想に 担い手今員がやりがいと単び

を感してこの′,スハイクを社けています.

ペットボトルの荒を
iサ 用したガ,ガラ
中味は姉とストロー

|″尾地区では「ふれあいの会Jを毎月第2水曜日(l月

と8月 は休み,(t市 ケ尾地区社んとの協賛によ,ビオラ市
ケ屋て|1催しています

月中おひと,の方 夕ヽ出の機会が少なくなった方7● どを
お譲いして、聞 Iと,上く_l,していただいています.出し

物は毎|テーマを変えて ilケ尾かるた 落T哄両鑑

賞 共について 防人について,講 師を招いて■をl・ う

こともあります そのあと 私たち委員や地区社薔の協力に

よ,千作りのお東子やケーキを,1んで 和気あいあい

とおしゃべ,を楽しんでいます。

中学生ギランテイアと



(1) 青葉区民児協だより

高齢者の..1知 iにと0なう,m●動に地域くるみで対
にしていこうと「護が■商店会と民生委員 自治会 ■■
チーム 保健活動It進 員とのコラボレーションJを考えまし
た 地域包婚支援センターと区社場にも晰力を依順し
,"・動 t=し工よ力)った,と思えるような見守うの
充実を r.し ています.小中学11からそのための標『「 を
薇集し ボスターにして商店街や区院 葉局などにも双,出
してPR万―のilに は渕 地域コ・ 支授センターヘ繋げ
るという取りllみです

||にひと,3らしの見守,の方を対象に 年に一度ユた
ち民生委員で千作0した勁をお置ししています これまでリ
ボンバンガーゃティッシュボックスカバー 今年は 和てぬぐ
いを使って千ttげ袋を製作しました.訪円の際に「この土
泄で ヽヽつまでもお元気にお暮らし下さい」のメンセージを
添えてお属けします ブレゼントを受け取る高齢者の方に
は しの辺う物としてとでも書んでいただきlr.Tです

日常の|さな喜びをこ:■ヵらも喧けら
'tる

よう活動して
いきたいと思ってぃます.

,サロンの名,|は「おしャ、,サロン」.毎月第4■ 11日

午後に,,催 地 llの 方々が「ちょっとおしゃべoし
=●

こう

"し
らJと 気事iにいらしていただける場所 趣味や雑談 そ

して吉の町の様子など口かしいわ話もお業をいただきな力
'

らおしゃべoしていまう

♪広場の名前は「 子●てフイフィ広ッJ.●週火啜Ц
(第 2ま育児敦事でお体み)■前に開■.ォ●t■児と保
護者の方が実よう

=●
公回のよヽ 場所 子どものヽ子

や保市 1司の市などいろいろな情,そ交換をしています.

これらはさつさがrt地域ケアプラザで行い その他の場

'iで

「しらと,|}ロ ンJ「つつしカフェJなどもあります。

*「あったかサポートガイドブッ
クJ⑪ の地図入り)を作成
沐地区社協傘下の3つのサロ
ンでは高齢者の楽しい集いの
場にするため情報を賄

会になっています

喪会議や趣¨の講

…

どをみんなで相ましながら,I画
し 団地の絆づく0も幣えられ「カフェるんるんJの活動 舌ヽ
発になってきています.

青葉台団地での「カフェるたるんJま 週21本 ■曜||

世 今年で4■ 日に入,ました.込 _‐
=悩

んでいた時無
■1越え 自|.会 民生委員 地域ケアプラサなとが協力
して この4月からパ話会の 容々を変更した結果 ll地の
お花見会を,1催できるまでになりました。

||          |:         |,
最近は地夕,ケ プブライの協力でミニ講習会など次々と

ITし い0両力JIさ れ ll民ボランティアも参7」 |する楽し||

沐

曹

地域のつながりを作るために～コミュニティカフェて地域の輪を広げる～

霊躍輩星盤 員雛翠 異贖聡齢轟 社鏑鵬絵
問合せ:籠葉区駐 委醜 菫委員撼鳳会事務局(■■区掲祉保腱凛運営企画係)電島:045 9782430 FAX 045 9?82419



青案区民児協だより (5)

奈点地区●縦キ催のサロン際 貞でちゃちゃ」よ今年

の9月 で九2年を迎えました.奈真地区センターで月l国 開

いています.

すロンは「証もが気l● に,ち
`れ

るJがコンセツトで

コーヒーとお茶を用意しています

民生委員の仕事は 話し相手になることです ひと,の方

とじっく,話すもよし /ルーブ

の輸に入って記すもよして

す.参力1してくださった方に

抒,添うことを心がけていま

す。地域のイ榊 が

`'か

,

催し物の発信ができます.

|を重ねて 男性の多力1

が増えてきています |「 代

を超えた交流の場を目指し

ています

1内 地区内ではI・ 々なボランティア担体か11動し 民

■委員も一員として地域活動に参力|してお,ます

新たに 子ども責釘 たまプラごはんJを昨年地域ボラン

テイアの方々と一緒に門設しました 月1回たまプラーザ地

域ケアプラザで実施しています.,l fll児から1■生ま

で保護者ををめ20名 から30名 (らいの参加
=が

あ,ます

子どヽ たらのF場所づく,=もなり●さんの葉しみとな ,て

,ヽま,
その他 i育てひろばや■齢

`食
事会の冑性なども地

域ボランティアの方とすt同で,`動しています

8月 中 ll Ш地全戸1100世市に宋力代を配布し 返,
をいただいた70歳 以 卜の方を 敬をの日に訪11しました

|`日 は民生委員の他に地区社協 地域ケアプラザ 各種

団体ボランティアが協力しています 今イ|は明 18口 ti″ 0

名211世市櫛 f・3しました

地元福祉施設(141られたクッキー メ山 万頭 地域徊

J脩調:地域の方が作った折鶴等々をセットし お届けし

ました。今年も●.・さまよ噸 討の言業をいただきました

山内1田
`地

区では 高蛉′ 赤ちゃん訪口∫子育て広

場 あおぼ災告ネットill相談や調企業務など基本活

動を■● =,う
ため た

',会

や111`で

'員
力
'知

識や認

識の向上を図っています

高綺化に伴い『青束努れあい見守り事業 (高齢者見守

いJ訪世総 なが山内1螂地区では昨年度449件となりま

した.山 内地区の民生委員と共に 区役所 区l[“ ケア

プラザ 自治会 老大会と手をヽえて「■栞
'れ

あい見●

噂 業地区壇十劉 を|.|いています 現状を,t●し 孤立

を防ぐネ′トワークをll・ 築しています

i=動 で難しい事態に出会う時 私たちは基本
=,6っ

て

行動し ●IRをつな
興 tドヽ をゝ重ね

ています.

I内 Jし都地 κ民生委員

お社いセJ「憫風景 セットの中″

壁tlけ ■ ■中学校 ■lη 作品

ある|のメニ●●―

O露演会
講師:名和田是彦氏

遠政大学法学部教授(薔門|コミュニティ誦他)

横濶市地域福祉保健け画策定 推進妥員会晏員長

O′ 神ヽし,■スカッション
コーシ ネーター 名和口是彦氏 法政大学法学口教授

す0き野たまりんば
ピヨンドナリーフ
こまち らヽす

赤塚由整 ん(前区民児燃会長)

楠優奏れヽ

縦 子さん

′ト リスト



(6) 青案区民児協だより

私たちの地区には キ田辿今 研■円連合の■つの白

治会があります。民生委員はそれぞれの地区と協力し 末

話会を,っています.ケ アマネージャーとの交流 関係構

関の合蔵 研修会に出席し情報を得ます 新7t田 地区社

構が月21日tする「子育てママの会Jではその見,,を
しています.

また在日地区社協主催の毎
`F8月

に,,催 される「 ユ山

い く,,`ウJでは私たち委員そしてoBも参bllし そ
の完成にみんなワクワク|できあがつた布そう0ま世界で

ひとつだけのもの…… 最高です.

高齢化が進んでいてもお元気な方が多いすすき野地

区でま楽しいことをいろいろ考えています 民生委Hがi
催している生き生きシルバーエイツの会では ひと,暮らし

の方への交事会と映両会を円世しています。哄両会は複

かしい映画や■工のものをボランテイアの方の協力で■3
回 毎160名 以上の方が●腱 れます

他にも地区内にはシニアサロンが6ヶ所¨ 歌やゲー
ムiを楽しんでいます、く

“

●́ム●(も、疇

'21,.工気に,コ

…

tuつています.

当活動は小学生を対象にして2016■から,体みと冬

llみ に「えだにしコミュニティハウスJで r.1催 され 民生′

員と地域の有志が講 |や実験助手を考めています.子ど

も逮が自分で実験することによって 自然の不思議さや面

白さを体験し , lまの■■oつ興味.閃

`を

■■4
ユ が日的です 今までの評題は「本と進ぼうJ時電気
の不思議を探ろうJ「 身近なものでrt半実験Jです
子ども達がこれを機会に日本■望に興味を,ち 自ら

学ぶことを瞑っています.検浜liの広報と荏口西―丁目
の

"示
枚で参力!者25名 を公募しています

紫いものう末をおかした
液体がビンクゃ索色に変色
する実験

私たちには担当以外でもよくわ会いする高齢者の方々

がいます 毎月第2金田Hに開ぐおたのしみ会Jに参加さ

れる方々です 30名 以上の方に午前 年,の出し物と,
査を楽しんでいただいています

誡 近00さんに会わな,ヽすど…J「□□さんは元気で
―Jなど ´

“

首ut,肛 概幻梨フ 1蜘■ ■●会で

, 肛で出会えば声を掛け合い 顔見知,こなり自然に見

守る関係が作られます.

民生姜貝● 生食の準備 出し物の企画や出漬者との

交渉など吉れ 多くあります力'皆さんの実蔽に支えられて

いることを実感する場にな́ ,ています.

*研修
6月 27日・28日
民生委員 児童委員の
グループ研修をl■いました.

*赤い羽根共同募金
10月 1日
ご協力いただき
ありがとうございました

*区民まつり
11月 3日



青■区民児T.lた より

くらしの中で心配ごと悩みごとはありませんか?

」ヽ=,↑言ど気曾輻譴漫

赤ちゃんあ間
各地区で子育て広場

育児の悩み1:談

見守りや訪閂
生活の相餃
災害時0支援

配食 サロンなど

地域の情報月共

わたしたちは あなたと関係機関を
つなくパイプ役です

0次のような機関につなきます

区

`贅

所

社会福all協議会
地域包括支援センター

児童相談所

,|

豊
学校との連携
いじめ 不登校の相談
就学援助のIB談

生涸宗饉受綺のle談
貸ヽ壼 手当等の相談

*民生委員は児童委員を兼ねています
ネ民生委員 児童委員の中に 子どもや子育てに関することを専門に担当する主任児童委員がいます

TEL 045-978-2433
FAX 045‐ 9フ 8‐2449
安心してご18談ください



(8, 奇薬区民児協だより

4-´●

“

ひ
"ヽ

卜 ●―

“

 崚′● 調しヽ 尋 疇― 罹

・や
■
‐鮨

嬌
′
燿

し
　

もヽ

ょ
‐餓

，
」
●
■

●
禽

疇

こどもの心と体を守ろう ストップ ザ■2罪

2017ス 4

「まあ、いいか」で子育てが楽になる!|

今年■はれがひと

'で

悩ます埼の力を抜いて子育

てをするためのヒントを北利牛了氏に句いました。

子市てで大切にしたいことま子どもの自筆感情を

育てること それにはます 親自身力
'自

分を認めることが

必要です そのとントとして

☆自分のいいところを擁し自分をほめる

☆自分を否たしない

☆しんど力‐たことつらかったことはお直に受け入れる

☆「～でなくちゃJ「～しなくちゃJと讀張,すぎない

☆「まあ いいかJを口に1す

こうすると気■ち力1楽 にな0子どもをな喘ることも減

って いとおしくュえるよう
=な

,ます

「いいお母さんより千せなお|,さんになりましょうJと

話コました
^.曖)● ^

～児童委員制度創設70周年～

*辛児童委員を知っていますか?**
あなたの地区の児童委員を知っていますか?

児童委員は民生委員が兼ねています.

児童委員は・ |ちゃんが生まれる前の妊産帰か

咄 産後もあなたが●った時などの身近なi3敲

i目手です.そして必要に応して区役所などの専門

機間につなげます.

「誰に,3談したら良いだろうj睫かに間きたい
r● Jと思つた時は民生委員 児重委員に声をかけ

てみてください.きつと親身に相部に乗ってくれ

ることでしょう。

活動しています.

児童福祉法 ま 戦後の困窮しF.子 どもたちを

救うこと、次ltの社会の担い手となる児重健全

育成と全児童の福llの実現を目的としてスタート

し 現在まで気いています

私たち民生委員 児重委員は

児⑮層祠 :1;婚[∫″躍 暫翁宵』』曾 :
を兼ねることとなりました その後 1994年 (平成 キ

6年,こ児童 妊産婦の支援を専・ 3にlB当する「主 t
任児童手員い 制度イしされ 児童委員と連携して 鴫
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第 19回爾演会
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子ともにとつてJ常のたわいもないこと]あた0まえJを

まめる「剌 起きたねJ「ごはんを食べたねJ「 11を着た

ね.そんな籠
'セ

していいのです「あた|またJのことを

=め
てくれた0声を

"ヽ

すた0してくれる人がいると良い

人間関係ができ安 tてきる辱場Ⅲ ホーム)が見つか,

子どもま量を感し 自申心lξがア●|えてくるそうです そ

:日ま礼だけでなくm晨の1'てヽっている人J『 人生の

中で出¨ 人1『担身
=な

ってくれる人Jでもよいのです

キ
「

児i委員の私たちも地域の社 子どもたらに■を

かけることを忘れないよう
=し

たいとせいました.

Jヒ |,年 ■民のお31よ 子育て中の■張,|ぎてい

る親たちを来にしてくだきるお千でした

「まあ いいかJtま素救な魔法の言葉ですね |

‡□。□。日。□。日。3
● この流llを心がけています           '‐
輩
議
“

(谷本地区 上野 十 r,

【広 報 部
代 表
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編 集 後 記・ ― ―

今
=は

民生委員制度創証100周 年記念ということも

あ,ベージ数を増やして広報 J`員 今貝で力を合わせ

踊案に収
'泄

みました ご感想をお待ちしてお0ます.

広報部代よ ■崎
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