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住民の広場  笹野台地域ケアプラザ地域包括支援センターへの相談事例をご紹介していきます。 

旭区 元気づくりガイドの活用 

【ご相談内容】散歩の途中に、ご夫婦でケアプラザ

に来館されました。７０代後半で、まだまだ元気で

自分たちは大丈夫と思っていたけど、やはりコロナ

禍のこの２年間でずいぶん体力が無くなったと実感

している。ケアプラザで開催されている事業のこと

などを尋ねられました。 

【対応】玄関横の書架にはケアプラザの広報誌と事

業案内のチラシ、市や区などが発行している様々な

パンフレットやチラシなども置かれています。 

また、廊下の壁には各種サークル活動内容が貼られ

ています。来館されたご夫婦も熱心にご覧になられ、対応した職員にいろいろ質問されていまし

た。活動サークルは体操や趣味活動が多く、とても興味を示されました。 

 来館されたご夫婦は「まだまだ大丈夫と思っていたけど、これからいろいろケアプラザとご縁

が出来そうね」と笑顔で帰られました。 

【おすすめ】『旭区 元気づくりガイド』は、ケアプラザで活動されているサークルだけでなく笹

野台周辺エリアの自治会館などで行われている活動サークルの活動内容、参加条件、会費の有

無、活動日時、活動場所、問い合わせ先など案内が詳しく書かれています。介護予防は仲間と行

うと効果的です。是非、地域の活動にご参加ください。 

ご相談は笹野台地域ケアプラザ 相談専用電話367-2330まで。お気軽にご相談ください。 

 老人クラブのバス旅行、お茶べり会、昼食会やカレーハウスなどが再開さ

れて、毎回楽しみに参加される皆さんの顔に笑顔が溢れています。また今年

は夏祭りも実施される予定です。盆踊りや賑やかな太鼓の音を想像するだけで、わくわくし

ます。今年度はさまざまな行事が開催できるよう願っています。 太田 江口 安藤 荒木 

連合自治会予算は ５，０２０，２３９円です。 

 令和４年４月笹野台地区連合自治会総会決議事項は、昨年同様、書面表決を

以って承認を得ました。昨年、一昨年に続き、新型コロナ禍の環境の下、一部行

事はやむなく中止としました。一方、４月、５月の経過に於いて感染症環境は少

しずつながら、改善変化も見られています。笹野台地区連合自治会の年間行事計

画も、規模縮小、方策変更も考慮しながら、可能なかぎり催行実現に向けて取組

んでいきます。各種スポーツイベントと３年ぶりの夏祭り開催もあります。感染症対策と熱中症

対策を念頭に実施準備します。地域のみなさまのご指導、ご鞭撻とご支援を心よりお願い申し上

げます。                    笹野台地区連合自治会 会長 喜多 昭夫 
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２０２２年度 行事予定表 

月 日（曜日） 行 事 主 催 

  ４月１７日（日）  連合・社協総会  連合・社協 

  ５月 ８日（日）  連合・社協合同研修会  連合・社協 

  ５月１４日（土）  かがやきクラブ笹野台支部総会  かがやきクラブ 

  ５月２６日（木）  希望が丘中学校体育祭  希望が丘中学校 

  ５月２９日（日）  北公園・緑地公園美化清掃活動  連 合 

  ７月３０日（土）～３１日（日）  笹野台神輿祭り、盆踊り大会  連 合 

  ８月 ７日（日）  地域防犯パトロール  連 合 

  ９月１１日（日）  笹野台三世代輪投げ大会  連 合 

 １０月 １日（土）  連合体育祭 ※予備日１０月２日（日）  連 合 

 １０月２２日（土）  笹野台小学校運動会  笹野台小学校 

 １０月３０日（日）  敬老会  社 協 

 １０月 末  ハロウィン仮装パーティー  笹野台商店会 

 １１月 ６日（日）  連合防災訓練 ※予備日11月13日（日）  連 合 

 １１月  福祉講演会  社 協 

 １２月２６日（月）～３１日（木）  歳末特別警戒  消防団 

  １月 ８日（日）  どんど焼き  社 協 

  １月１５日（日）  連合新年賀詞交歓会  連 合 

書面表決に変更 

書面表決に変更 

中 止 

2022年度 笹野台地区連合自治会役員・各団体代表者名簿  2022/4/19 

 連合自治会 

役 職 氏 名 所属自治会 

会 長 喜多 昭夫 向日葵 

副会長 吉田 浩幸 露木ヶ丘 

副会長 松尾 俊治 テラス・アルカサル 

事務局長 井関    玲 中 央 

総 務 佐藤 昭子 富士見ヶ丘 

総 務 小野川 勝 東笹野台 

会計理事 鈴木 秋彦 南笹野台 

会館理事 石附 隆廣 岸本 

理 事 荒井 芳人 楽老峰 

理 事 安藤 裕司 境友 

理 事 天野 幸代 向日葵 

理 事 平山 実 金が谷 

理 事 都築 賢成 山百合 

理 事 鈴木恵美子 Ｇ・レイディアント 

庶 務 和田 初枝 露木ケ丘 

庶 務 松尾 絹子 テラス・アルカサル 

監 査 河野 洋三 向日葵 

監 査 駒井 秀紀 楽老峰 

 相談役 大田 陽夫 南笹野台 

 顧 問 近藤 和義 岸本 

各団体 

社会福祉協議会 江口 正彦 向日葵 

民生委員児童委員協議会 櫻岡 紀子 楽老峰 

スポーツ推進委員連絡協議会 岩城 文吉 南笹野台 

青少年指導員連絡協議会 漢那 信彦 露木ヶ丘 

保健活動推進員会 二見 しのぶ 南笹野台 

環境事業推進委員連絡協議会 栗田 隆 境友 

消費生活推進員会 野口 博 富士見ヶ丘 

かがやきクラブ笹野台支部 和田 昭一 露木ヶ丘 

連合子供会 井上 絵理子 山百合 

旭交通安全協会笹野台支部 栗原 道善 露木ヶ丘 

防犯指導員笹野台支部 太田 欽也 岸本 

旭消防団第４分団第６班 熊谷 雅彦 中央 

保護司 西山 東郷 向日葵 

家庭防災員 辻  澄子 山百合 

笹野台新報社 太田 欽也 岸本 



 

   ささのだいホームページ www.sasanodai.com                   笹野台新報社：旭区笹野台3-5-17  笹野台会館内  045-361-9865 

きらっとあさひプラン 第４期旭区地域福祉保健計画 

●令和３年度～７年度にわたる５か年計画、今年は第２年目にあたります 

●笹野台地区の目標はふたつ 

①地域防災力の向上：被災を最小限にする防災・減災の仕組みや災害時への備えの充実 

②地域の見守り：見守りネットワークを作ろう 

●第１回拡大リーダー会議が開催されました 

５月２２日（日）午後、笹野台会館で、自治会長・社協役員・各団体代表・地域ケアプラザ所長

など２４名の委員と区役所、区社協の地域担当者・地域ケアプラザの担当者から成る支援チーム

６名が集まり、１年目の成果説明と質疑、今後の目標の進め方に付き話し合いをしました。 

●今、自治会員の皆さま全員の力が必要です 

各自治会で、自治会長中心にいろんなお話をしながら、『困っている事を気軽に相談できる街』

『お互いにゆるやかにささえあえる街』に向かって進んで行きましょう。 

社会福祉協議会予算は ２，３００，２８２円です。 

 令和4年4月の笹野台地区社会福祉協議会総会（書面表決）を経て、地区社会福

祉協議会会長に就任しました江口正彦です。地区社協は、連合自治会・各種団体・

地域ケアプラザ・行政・学校などと力を合わせて、地域の福祉活動を推進していま

す。本年度は笹野台地区連合自治会・地区社協が協働で進めている「笹野台地区さ

さえあい連絡会」による「第4期地域福祉保健計画」推進の2年度目に入ります。

ふたつの目標「①地域防災力の向上」「②地域の見守り」の展開を本格化していきます。 

 今後、コロナウイルス感染対策による日常生活の規制の緩和が進んでいくと思われます。地域

全体の活動はひとつひとつ細部まで検討し、実施可能な範囲を見極めて取り組んでいく所存で

す。「住み良い街」「困りごとを気軽に相談できる街」作りに向かって一緒に進んで行きましょ

う。よろしくお願い申し上げます。 

               笹野台地区社会福祉協議会 会長  江口 正彦 

笹野台新報社予算は ２５８,２３５円です。 

 3年余りになるコロナウイルス感染症は、ようやく終息の兆しが見えてきつつあります。この間

地域活動が大きく制約されましたが、ささのだいニュースは地域の細かな活動を取り上げて年4回

の発行を維持してきました。今年度も「文字を大きく読みやすく写真を多く」を心がけて年4回各

戸配布をします。また、ホームページ「ささのだい」はタイムリーな地域情報掲載を行いますので

ご覧いただくようお願いします。             笹野台新報社 社長  太田 欽也 

「お茶べり会」再開  笹野台地区社会福祉協議会・笹野台地域ケアプラザ共催 

 ２年ぶりに再開しました。いつ始まるのか、催し物に皆さんで

また参加したいなど、様々な問い合わせがあった２年間でした。

感染対策を行いながら、４月は“座ってできる体操”、５月は

“ボッチャ”、６月は多様な弦

楽器による演奏“弦楽器のしら

べ”を開催。催し物の後は感染

対策を行いながら茶話会を行

い、久しぶりに会う皆さんと談笑する光景が繰り広げられまし

た。７月は「ラダーゲッター」という多世代でも楽しめるス

ポーツです。日時は第３水曜日13:00～15:00と変更になりま

した。どうぞお気軽にお越しください。 

緑地・北公園清掃活動   5月29日（日）    笹野台地区連合自治会 

 すっきりと晴れた青空の下、時間経過とともに汗ばむ半日でした。

各自治会長はじめ参加いただいた自治会役員のご尽力、ご協力で予定

の時間内に終えることができました。一昨年は新型コロナ禍で中止、

昨年は警戒しながらの実施でした。今回は、昨年同様、マスク着用、

手洗い等の注意を払いながらの活動とな

りました。日頃、笹野台北公園も緑地

（公園）もそれぞれの公園愛護会を中心に定期的にクリーンアップと

妥当な範囲での小整備を行っています。また、利用者のボランティア

清掃活動も行われています。これからも憩いの場、スポーツ活動の

場、地域の宝として、大切に愛顧したいと思います。 

三ツ境駅北口バリアフリー化計画 

 三ツ境駅北口にエレベーター・下りエスカレーター設置計画

が進行中です。2020年初め笹野台境友自治会（当時藤村会

長）から、相鉄線三ツ境駅北口利用で高齢者並びにベビーカー

利用者が下りは階段しかなく難儀をしているとの話が上がり、

笹野台地区連合自治会長及び社会福祉協議会長・かがやきクラブ笹野台支部長の連名で2020年7

月31日に横浜市長宛に嘆願書を提出しました。横浜市道路局から国際園芸博覧会への送迎バスと

の関連もあり前向きに検討する旨の回答があり、2022年

5月10日に「エレベーター及び下りエスカレーター」設置

（場所・時期は未定）についての検討経過の説明がありま

した。バスターミナル広場へのエレベーター設置、同じく

現在の上りエスカレーター内に下りを設置（階段スペース

への設置は、構造上耐久性の問題もあり不可）、駅ビル内

のエレベーター設置は相鉄が実施。（具体的な設置場所は

未定。2027年の花博開催時を目標の工事日程） 


