
 

○第６７回横浜市更生保護大会    令和元年9月18日

   横浜市会議長感謝状

　 ・小島治夫氏  (岡村西部第三)  

目指して下記のような整備等を行っております。

  安心な街・岡村」を目指しましょう。どうぞ皆さまのお力を

令和元年７月ご逝去されました。長年のご活躍に心より感

   ・道土井亨氏 副会長（地区保健活動推進委員会会長)  

  地区スポーツ推進委員協議会会長の鈴木寛秋氏が

   ・大西奈美氏　   （笹堀菱興団地自治会）在籍12年

　整備が始まっております。

　者・自転車・車椅子の専用通路として開設の予定です。

〇岡村公園全体の整備（特に樹木関係）を横浜市に要望：

進を図って参ります。現在、「住みやすい安全な岡村」を

〇旧外語短大跡地の公園化工事：令和３年開設に向けて

　新たな「令和」の時代を迎え、みんなで助け合い「安全で

〇 保健活動推進員永年勤続表彰　　 令和元年８月20日

1. あいさつ　

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。

します。並行して、岡村地区も新たな地区別計画策定に

既に策定し、それを受けての磯子区の計画策定が本格化

でき、文化祭も中学生を中心に出展作品が増加しました。

   ・三澤繁次氏  (岡村西部第一)    10年勤続

　旧年は、地球温暖化の影響でしょうか、従

○第３９回 横浜市社会福祉大会    令和元年10月29日

２. 功労者表彰

岐まつりは中止となりました。しかしながら、

向けての意見交換などが始まります。「地域による支え合

岡村地区社会福祉協議会 会長 橋本康正

○第５０回 地域安全県民のつどい   令和元年9月6日　

   ・岡村西部連合自治会      優良防犯功労団体　

   神奈川県防犯協会連合会会長感謝状

まりの年であります。横浜市も第４期地域福祉保健計画を

　 ・小島治夫氏  (岡村西部第三)  

○第６８回 神奈川県社会福祉大会  令和元年10月18日

   神奈川県社会福祉協議会会長表彰

   ・岡村地区社会福祉協議会い」という軸は変わることはないと思いますが、時代、状況、

優良社会福祉協議会として表彰されるとともに、市社会福

私たちのこれからの地域活動への大きな励ましをいただい

祉大会において、岡村地区連合町内会も表彰されました。

   全国保護司連盟理事長表彰      令和元年10月7日

　迎えた令和２年西暦２０２０年は、間近に迫る横浜市や

  10月の県社会福祉大会において、岡村地区社協が、

たものと受け止めております。

岡村地区としての活動２０年目の節目を飾るものであり、

市民意識の変化に即した計画作成とその実行、実現に向

皆様お揃いで、穏やかな新年をお迎えのこ

けて、動き出して行く年となります。頑張っていきましょう。

   ・束野 操氏　     （泉谷自治会）　　　　　　在籍10年

　 ・田辺美代子氏  《主任児童委員在籍15年》⇒民生児童　　　   

　完了し、さらに使いやすい広場として完成を目指します。

   ・岡村西部第一寿老クラブ

   ・岡村西部第三寿老クラブ

３. 岡村地区社会福祉協議会 新任役員

〇岡村３・４丁目の暗渠通路の下水工事：３月には、「憩い

   ・齋藤康子氏 理事（前地区民生児童委員協議会会長) 

　の場」としての「休憩できる場所」を数か所に設け、歩行

〇岡村公園「少年多目的広場」の整備工事：２月末には

   横浜市社会福祉協議会会長・横浜市長表彰

　 ・田辺美代子氏 (岡村西部第一) 民生委員15年以上

岡村地区連合町内会 会長  三澤繁次    ・束野 操氏     （泉谷自治会）    民生委員10年以上

   ・武田千津子氏　（岡村西部第二自治会）在籍　6年

関東地域に大きな被害をもたらしました。

   ・齋藤康子氏     (岡村西部第一自治会) 在籍12年

   ・岡田秀子氏　   （岡村中部自治会）　　　在籍　9年

   ・本間太一氏 副会長（地区民生児童委員協議会会長) 

 　・岡村地区連合町内会  （２０年）

                岡村地区連合町内会・岡村地区社会福祉協議会　広報紙

  　・金澤恭子氏  (岡村西部第三)  10年勤続・退任

    ・森 英子氏  　(岡村西部第一)　30年勤続・退任

    ・加部富子氏　(岡村西部第一)　10年勤続

地区社協主催の初夏と秋の高齢者の集いは、盛況に開催

磯子区の人口減という、私たちが経験してない時代の始

お　か　む　ら

来考えられない天候に襲われた年でした。

岡村地区も、健民祭は開催時間短縮、久良
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  お貸しください。今年も１年間宜しくお願い致します。    1

５. 訃報 　今後２～３年かけて、これからより使いやすい公園として、

　子供からお年寄りまで利用できるよう進めてまいります。

謝致します。後任は吉田千秋氏が新会長に就任しました

　 防犯指導員精励賞

○全国地域安全運動中央大会     令和元年9月26日

　 防犯栄誉銅章 神奈川県                                            

   ・三澤繁次氏 (岡村西部第一)

○更生保護制度施行７０周年記念全国大会      

   優良老人クラブ表彰

　今年は、磯子区と岡村地区の間で「災害時要援護者名

　あけましておめでとうございます。

４. 民生児童委員 退任　　令和元年11月30日で退任

また、避難を余儀なくされた方々もおられました。

19号に加え数十年に一度の大雨が降り、

   横浜市社会福祉協議会会長表彰

　岡村地区でも、家屋損傷や倒木等の被害がありました。

簿の提供」の協定を締結して、災害発生時の互助等の推

ととお喜び申し上げます。昨年は台風15号・
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令和２年３月２６日 交流ふれあいサロン

３日目は、焼きそば、焼

○岡村・長野県池田町児童交流「海と都市の体験交流」

き鳥、おでん、氷、金魚

　○中部自治会 夏まつり　　　 令和元年8月１６日～1９日　第２７回の児童交流は池田町児童３０名が来訪。岡村は

川田看護師。

 ５５名の参加者は

健康講話に聞き入

入り、続いて皆で

楽しい健康体操に

 初秋に出る夏の疲れ対策に「健康講話とハマトレ」を開催

しました。講師は滝

励みました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きました。

頭地域ケアプラザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４日目は、今

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供山車で町内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を周り、お披露

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目することがで

○健康講座　　　　　　　   　令和元年9月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年購入した子

岡村小・藤の木小・山王台小の児童２２名が参加。交流は

　岡村三丁目公園にお

は八景島シーパラ、３日目は横浜港遊覧で交流しました。

６班にわかれ１日目は学校訪問・能舞台見学など、２日目

いて、２日間の盆踊り。

から始まり、盆踊りまで大盛り上

                                          令和元年7月27日～29日

令和２年３月28日  岡村中部 桜まつり

令和２年２月２３日 岡村梅林 梅まつり

令和２年２月２９日 歴史散歩

令和２年１月１８日 岡村小 拠点防災訓練（西部・蒔田）

がりでした。   祭りの最後は大

前から会館

車の巡行を行いました。岡村公

園多目的広場においては、模擬

○岡村西部連合 夏まつり   令和元年8月17日～18日

令和２年２月２２日 岡村梅林 ライトアップ

 今年の夏まつりは例年になく気温が高く、熱中症が心配令和2年１月 ５日 磯子七福めぐり

京急ストア令和２年３月  ８日 防災スマイリングフェア

りで終了し

  屋台の買い物、神輿かつぎで見せる子供達の笑顔が

楽しそうで

７. 自治会活動の報告  （７月～１２月）

６. 令和元年度 岡村地区今後の主な行事予定

令和2年１月12日山王台小防災拠点訓練(泉谷・笹堀・岡住) される中、元気に子供神輿・山

令和２年１月13日 岡村地区賀詞交換会

○笹堀菱興団地自治会 夏まつり     令和元年7月13日

令和２年２月１６日 岡村中 拠点防災訓練（中部・東部） 店、ステージ上でアトラクション

まで担いで

  雨が心配される中開催された夏祭り、岡村神輿保存会

大盛り上が

から２基の神輿が飾られて賑やかなお祭りになりました。

した。

すくいなどの模擬店。

ました。

人神輿を、



　　　　　秋の
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しました。

抽選会を行い、「健民祭」を終了しました。

した。

○通学路清掃

ど」を踊り

○防災親睦健民祭　　　　　　　　  令和元年10月14日

玉入れ。　赤と白、接戦です！

消火訓練。皆さん真剣に取り組んでいました。

雨が降り

中で終了。

途中から

○磯子まつり　　              　　  令和元年9月29日

あとは、藤

出し、競

技は午前

　消火訓練↓　　　　 抽選会

格技場で

お楽しみ

　　　　　　　　　　　　救護訓練→

2)令和元年１１月８日 岡村中・

  ケアプラザのスタッフに面白い替え歌を教わりました↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その時の

「岡村おん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一コマ

参加し、産

パレードに

業を終えま

業道路で

児童２１名、

開会セレモニーを皮切りに、雨も降らず予定通り全ての事

総勢５５名

踊りの先生

方、関係者

 また、消防団、ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、自治会員の皆様からご協力頂

の木中学

きました。

　　　↑ 岡村４丁目暗渠通路の清掃風景

 本年は自治会子供みこし・山車の運行や模擬店に加えて

有希乃路央さんコンサート、泉谷ひだまりクラブのレクダン

スや西部舞踊会様ご協力による盆踊りを実施致しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 地域合同で通学路の清

1)令和元年１０月５日 岡村小・地域合同の清掃活動

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 秋の晴天の下、学校と

　　「たかばし」の清掃風景 →
  地域合同の清掃活動

　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　 掃に汗を流しました。

　○泉谷自治会「爽涼祭」　　　　  令和元年9月15日
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施）、非常食（簡易お

1時間半かけて

 9基のﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄが

齢者の

事業」に

ついて

岡村西部連合自治会館

したが、

来場者数

　地域の方々と小中学校の児童・生徒合わせて338名

ました。

作品数は

○文化祭　　　　　　　　  令和元年11月16日～17日

をして、サン

アート作り、餅つき体験など

参加した73名の子供たちは、キャンディレイやバルーン

は減少し

464点の作品が展示され、2日間合計265名の来場者があ

りました。

増加しま

タからプレゼ

ントを貰い

にっこり！

 地区子ども会の年末恒例の催しは西部自治会館で実施。

和凧作りを楽し

○餅つき クリスマス会　　　　　　　  令和元年12月22日

○和凧作り　　　　　　　          　      令和元年12月15日

　岡村三丁目公園において、消防団第二分団の協力で

期消火訓練、隣接道路の消火栓からの放水訓練（AED

行われました。参加者は５７名、恒例の水消火器での初

みました。

にぎり）の紹介・試食

7名の従事者で

などの内容でした。

3名の親御さん、

でした。

取扱訓練と隔年で実

○岡村中部自治会 防災訓練　　　　  令和元年11月4日

楽しい食事会の後、ビン

ゴで盛り上がりました。

空を飛び歓声があがりま　演芸では、湊家波馬さ

した。　　　　んの三橋美智也の歌を交

飛距離の最高は58.7ｍえた「掛け取り」を鑑賞し、

○ペットボトルロケット打ち上げ　　　和元年11月17日

のお話を伺いました。

健課芦

澤係長

の「高

福祉保

磯子区

健康体操を全員で行った

後に、

　保健活動推進員による

晴天に恵まれ、藤の木中学校のグランドで自治会対抗の

スタッフ等総勢８４人で、

です！盛大に開催されました。

輪投げは意外と難しい

　毎年恒例の文化の日、

一般参加者５４人、来賓

○秋の高齢者の集い　　　　　　　　　　  令和元年11月3日 ○スポーツフェスティバル　　　　  令和元年11月17日

　8名の児童と、

「グランドゴルフ」と「輪投げ」を競い合いました。


