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さらなる活動の充実を期待します 
 

伊勢原市教育委員会 教育長 鍛代 英雄 

 

認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会におかれましては、「友愛電話」、「子

育て広場 きらきら」、「児童コミュニティクラブ」、「成年後見」といった活動のほか、

子どもなどに居場所や食事を提供する「いせはら・みらい・クルリン」や経済的な理

由で学習塾を利用できない小中学生を対象に支援を行う「学習サポート『みらい・つなぐ』」など、大変

多くの事業を行っていらっしゃいます。役員や会員の皆様、そして様々な事業の実施を支えてくださっ

ているボランティアの皆様に対しまして敬意を表させていただくとともに、市の行政を担当している者

の一人として深く感謝を申し上げます。 

「ニュースレター」第９２号の「令和元年第１５回総会報告」の中に記載されていますように、現在、

虐待・ネグレクト・学習障害・ひきこもり・青少年犯罪の低年齢化等々様々な社会問題が増加しており、

高齢者の貧困や子どもの貧困・教育の格差などの社会問題が顕著になっています。 

こうした中、伊勢原市では県や国、そして団体等と連携・協力して様々な取組を行っております。例

えば、生活に困窮する家庭で育つ子どもの割合が７人に１人に上るとされ、子どもの学力が小学校の段

階から親の所得と相関関係にあるとの調査結果も示されている中、貧困の連鎖を断つために、小中学校

におきましては授業の分からない子どもをなくし全ての子どもたちに必要な学力を身につけさせるため

に教員が授業の工夫に努めております。また、家庭に問題がある場合には教育委員会からスクールソー

シャルワーカーを家庭や学校に派遣し、福祉関係機関等とも連携して問題の解決等を支援しています。 

しかしながら、様々な問題に行政だけで対応することは困難で、「いせはら・みらい・クルリン」や「学

習サポート『みらい・つなぐ』」など、地域の課題を的確に把握し、多くの方々の力を結集して課題の解

決に取り組む活動が不可欠ですので、今後地域福祉を考える会の活動がますます充実したものになるこ

とを期待しております。 

            
 

  
       
 

第4回 11月３0日（土） 

課題本『虐待された少年はなぜ、 

事件を起こしたか』 

石井光太著（平凡新書） 

■場所：いせはら市民活動 

サポートセンター 

■時間：15時～16時30分 

■会費：300円 

                            

                   

第５回 令和2年１月１８日（土） 

課題本『安楽死・尊厳死の現在』 

松田純著（中公新書） 

 

■場所：シティプラザ1階 

■時間：14時～15時30分   

■会費：300円                          

                   

認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会 
Society of Study for Community Welfare（略称 SSCW） 

 

ニュースレター 

発 行：認定ＮＰＯ法人 地域福祉を考える会 
発行人：理 事 長  宮 森 孝 史 

事務局：〒２５９－１１４２  

伊勢原市田中２５６番地の１－３０１ 
TEL・FAX  ０４６３－９５－６６６５ 
メール    office@tiikifukusi.com 
ホームページ http://tiikifukusi.com/ 

 
 

 
宮森孝史アドバイザーとご一緒に 

  ＜初めての方でもお気軽にご参加下さい＞ 
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期日       献 立【4月～9月】12回 

4／9 コロッケカレー・ほうれん草の胡麻和え・春雨サラダ・いちご 

4／25 筍ご飯・メンチ・野菜サラダ・汁物・オレンジ 

5／14 ドライカレー・野菜サラダ・ウインナー・春キャベツスープ・いちご 

5／30 サバの味噌煮・バラ肉春キャベツ炒め・わかめと舞たけ汁・プリン・ネーブル 

6／11 チキンカレー・春雨サラダ‣たけのこ煮・バナナ 

6／27 稲荷・ポテトサラダ・鶏のから揚げ・ベーコンスープ・フルーツ（缶詰） 

7／9 夏野菜カレー・バンバンジーサラダ・水餃子スープ・胡瓜の漬物・フルーツ（缶詰） 

7／25 三食丼・そうめんスープ・野菜サラダ・胡瓜の漬物・スイカ 

8／13 カツカレー・シーチキンサラダ・フルーツ・ブルーベリー 

8／29 魚フライ・かぼちゃと玉ねぎのコンソメ煮・味噌汁・梨 

9／10 豚カレー・春雨サラダ・ナスの油煮・ブルーベリーの寒天・乳酸菌飲料 

9／26 鶏肉マーマレード煮・豚汁（かぼちゃ）・ふかしサツマイモ・黒酢（大人）・乳酸飲料（こども） 

 

（こども食堂・学習サポートみらい・つなぐ）  
～みなさまの善意とご支援に支えられ～ 

いせはら・みらいクルリン

 
◆ ８月～１０月のご提供者様（敬称略）◆ 

三光工業（鈴川）、テーエスガス（株）（伊勢原）、ユーコープ（飯

山）フードバンクひらつか（平塚）大久保里子・笹原勉（板戸）

細谷毅義・米倉力・堀口 和・三木祐太（高森）、鈴木峯雄（小稲

葉）、野崎千枝子（岡崎）、前田國光（上粕屋）、木内めぐみ（沼

目）、斎藤美和子（桜台）、飯塚秀一（善波）、下川原工務店・ 

熊沢文雄（上平間）、後藤勇次（福島）、匿名４件（福島、市内） 

 
 

 

こども食堂 天(sara)キッチン 
9月1日皆さんで楽しんでミートス

パゲティ、ポタージュスープを作り

ました。次回は11月3日（日）で

す。【10 月 13日は台風のため中止】 

◇指導：庄司歴人店主 

◇時間:AM11時～PM1時   

みらいクルリンこども食堂 =「みんなの食堂」です。 

スタッフが、四季に合わせた献立を考え、調達した品を活用して

います。（ナス、キュウリが出来たわよ・ジャガイモ、玉ねぎあるよ）

等と必ず連絡頂き嬉しい限りです。いつも皆様の笑顔と「美味し

かったよ」。「次は何かな？」とのお声でスタッフ頑張っています。

「こんなのが食べてみたい」とご希望があれば・・ 

 

 

時間：午後５時半～７時半 

場所：   

来るりん   

 

11月１2日（火）、28日（木） 

12月19日（木） 

1月 16日（木） 

11月～１月の予定 
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・・こどもたちと向き合いながら・・     学習サポーター  石川 茂雄 

「光陰矢の如し」とよく言われますが、中学校教員を退職してはや９年。わかりやすく楽し

い理科の授業を目指して教材の開発や工夫をしてきたつもりですが、少しでも役に立てるな

らばと思い、学習サポーターとして『みらい・つなぐ』に参加させていただきました。自分

の中学校時代を思い出しながら、どんな勉強方法がわかりやすく効率的なのかを考えながら

、通ってくる子どもたちに向き合っています。『みらい・つなぐ』の一番の支援の目的は、

勉強が楽しくできるようになることと共に高校進学を支援することです。基本は、サポータ

ーとの 1 対 1 の個別学習です。個別学習の一番の良さはお互いの人間性にふれながら学習

できることです。交流を通して、学習の課題（つまずき）が見つかりやすいことです。課題

が見つかれば集中的に分かるまでの説明で、理解が深まるわけです。すると自然に、やれば

できるという自信につながります。よく言われる自己肯定感が高

まるわけです。すると自然に自分から進んで学習に向き合うよう

になるわけです。そのほか２番目の特徴として、おやつと飲み物

が用意されていることです。ホッと一息つけるような居場所と時

間が用意されていることです。 

ここでは、おやつを食べながらの会話がはずんでいます。学習と

心へのエネルギーを補給するからこそ次へのがんばりが出てくる

わけです。４年目を迎えた『みらい・つなぐ』ですが、着実に進

歩していると感じています。学習の記録を子どもたち自身も書くようになったことやサポー

ターミーティングを通してのチームワークが私のような高年齢から若さあふれる大学生サ

ポーターまでそれぞれの良さを生かしているなと感じています。これからも、しっかりと子

どもたちに向き合っていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

夏休み交流会（8月 30日）ふれあいホール 

生徒の司会から始まりみんなで

頭脳ゲームまたハンカチ落と

し、男子のダンスの披露があり

楽しいひと時を過ごしました。 

グループごとに 

部首の漢字探し。 

みんな真剣に 

学習サポートみらい・つなぐ   

工作（シュート

棒づくり）石川

サポーターの

指導で上手く

作れたかな 
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急速に秋の気配を感じるようになりました。朝晩の気温の低さに体調の管理に気を付けて過ごさなけ

ればと思います。2019年度後期も季節を感じる行事を日々の保育の中に取り入れ子ども達が楽しく安

全・安心に過ごせるように努めてまいります。保護者の皆様、学校の先生方、運営委員のみなさま、地

域の皆様よろしくお願いいたします。 

                                 ４児コミ代表 安武 敬子 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

    

 

 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●夏休み人権子ども映画会では社会教育課の方々、お世話になりました。 

●科学館のお二人、楽しい時間をありがとうございました。 

●ともだち座さん4児コミ公演、ありがとうございました。 

児童コミュニティクラブだより 

荻野さん、山岸さん、お二人の熱演 皆、集合！ 

夏休みの思い出（各コミの様子） 

映画鑑賞の後、アンケート記入。皆、真剣に書きました。 

実験・体験、子ども達も支援員も楽しかったです。 



●比々多第１児コミは夏休み中に小学校の工事のため「ランチルーム・多目的教室」で過ごし

ました。 
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●未来っ子クラブの大道芸、児コミも参加しました 

        

●ボウリング、みんなの映画会、なつまつり等楽しくすごしました 

 

   

これからの児コミの行事 
●ハロウィンパーティ ●新嘗祭 ●十三夜 ●勤労感謝の日 

●クリスマスリースの製作 ●クリスマスパーティ等 
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乳幼児に起こりやすい「乳児湿疹」の基礎知識とアトピーの違い 

乳児湿疹とは、生後2週～2か月頃に多く見られる湿疹のことで、顔・

首・頭皮を中心に発症します。湿疹は、赤いポツポツしたもの、黄色いか

さぶたやフケのようなもので覆われているもの、膿の流出があるものなど

さまざまな形で現れます。 

乳児湿疹の原因は諸説ありますが、胎盤を通して赤ちゃんに渡されたマ

マの女性ホルモンが皮脂の分泌を促すためと考えられています。また、赤

ちゃんは毛穴が小さいため皮脂が詰まって炎症をおこしやすく、湿疹が悪

化しやすいのも特徴の一つです。 

乳児湿疹とアトピー性皮膚炎は症状が非常によく似ているため、見分けがつきにくいことが

あります。アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が低下することなどによって皮膚に慢性的

な炎症を生じ、皮膚にかゆみを伴う湿疹を引き起こす病気です。アトピー性皮膚炎による湿疹

は乳児性湿疹と同じくさまざまな形状のものがあります。しかし、かゆみはアトピー性皮膚炎

の方が強く生後2～3ヶ月頃から頭や顔の湿疹が始まり徐々に広がっていくことが多いです。

肘の内側、足の付け根、膝の裏側など全身に発症するのが特徴です。 

乳児湿疹もアトピー性皮膚炎も基本的には、まずはスキンケアを行い、

症状の度合いによっては外用薬（ステロイド剤）が使われますので、治

療方法は同じです。しかし、アトピー性皮膚炎は気管支喘息などアレル

ギーによって引き起こされる病気を合併することがあるため、慎重に経

過をみていく必要があります。 

 

♪子どもの成長を楽しもう  

月1回、手、足形を計ろう 

乳児湿疹とは 

 

小さなお子さんをお持ちの方、これからママ

になる方、お気軽にお立ち寄りください 

◆活動場所 ：シティプラザ  

１F ふれあいホール 

（変更があります。備考をご確認ください） 

◆時 間 ：午前１０時～１２時 

◆参 加 費 ：一組１００円 予約は不要 
・出入り自由です。 
どなたでも参加できます 

月初めは👋手形づくりの日 

子どもの成長を楽しもう♪  

月1回、手、足形を計ろう 

◆ 開催日 （11月～12月） 

月日 内容 備考 

11月 

 

5日（火） 👋手形づくり 4F青年部活動室 

12日（火） ヨガ体操  ふれあいホール 

19日（火）  ふれあいホール 

26日（火）    1F会議室 

12月 

3日（火） 👋手形づくり 4F女性活動室 

10日（火） ヨガ体操  4F女性活動室 

17日（火） Xmas制作つくり 4F女性活動室 

24日（火） クリスマス会 ふれあいホール 

 

ワンポイントアドバイス 
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◆第30回友愛電話初級講習会◆ 
 

9月30 日(月)当日は30度と夏のような熱い日でした。 

この活動は平成 13 年 11 月から開始され今回で 30 回目の初級

講習会であります。 

何人受講されるか心配でしたが、当日は 9 名の方が参加されまし

た。受講の動機は、「友愛電話の内容を知りたい」という方が多く、ボランティア・ガイドブッ

クにそってコーデイネーターが話をしました。終わった後の皆さん方の反応は「難しいね」出来

るか不安だという声もありました。実際に電話器を使ってのデモンストレーションでは、参加さ

れた方にも実施してもらいました。 

一人ぼっちに寄り添って、孤立感を和らげる一つの方策、友愛電話は友達電話でなんでも気楽

に話をしてもらうように心がけています。電話をすると、「今日は誰とも話をしなかった」とい

う方もおられます。高齢になると外に出る機会が少なくなって、話す相手がなく過ごされている

方に、ぜひ友愛電話を気軽に利用していただきたい。地域の民生委員の方や福祉に関わる方々に

ご協力をお願いします。                          記 上枝きよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

♪心身ともにいきいきと過ごしたい方♪ 

楽しいひととき、共有できるコミュニテ

ィーの場、日本の童謡・昭和の歌謡をう

たい・笑うヨガ・パタカラ体操で楽しい

時をすごしましょう。 

＜予定＞ 

11月9日（土） 

12月1日（日） 

・場所シティプラザ1階ふれあいホール 

・時間：10::30～12:00 

・指導：古川貴子さん 

けんこう👉つなぐ👈うたごえ 

   「友愛電話」ボランティアが、週に1度 

あなたにお電話します。 

☆こちらから電話をおかけします。料金はかかりません 

電話日 月曜日 午前（10：00～12：00） 

月曜日 午後（13：00～15：00） 

木曜日 午後（13：30～15：30） 

目 的 あなたの元気を確認致します。 

申込み （社福）伊勢原市社会福祉協議会 

0463-94-9600 

「友愛電話申込み」とお伝えください。 
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🔶 寄付金申し込み ◇銀行振込・ゆうちょ銀行◇ 

横浜銀行 伊勢原支店 普通預金       ゆうちょ銀行（赤い払込取扱票をご利用下さい） 

口座番号：６１１６２２９          口座番号：00240-6-105549 

口座名義：特定非営利活動法人地域福祉を考える会 口座名義 : 特定非営利活動法人地域福祉を考える会 

■振込手数料がかかります。           ■払込手数料はかかりません。 

 🔶 寄付者情報の公開について 

 寄せられたご寄付は、感謝の意を表し、ご氏名および金額をニュースレター、ホームページ 

にて公開させていただきます。公表を希望されない方は匿名とさせていただきます。 

第52回道灌まつり（模擬店出店） 

日時：10月5(土）,6日（日） 

 

 

 祝 受賞おめでとうございます。 

 

 

お天気に恵まれ完売しました 

★寄附金 

飯山博章 200,000円   山岡直子 30,000円  Ｎ・Ｎ 10,000円   

吉川肉店 10,000円  船橋茂紀 30,000円  船橋哲 10,000円   笹原勉 10,000円 

Ｎ・Ｋ 10,000円  遠山芳子 5,400円  Ｉ・Ｓ 60,000円 

こども食堂等募金箱 6,888円      合計382,288円    令和元年度累計 668,955円                             

・令和元年 10 月 6 日神奈川県自立支

援功労者表彰を中台和子さん 

・9 月 28 日伊勢原市更生援護功労者

市長表彰を上枝きよさん、 

・9月12日（福）伊勢原市社会福祉

協議会会長顕彰を田中孝子さんの3人

の方が授与されました。      

今後とも地域福祉の増進に更なるご活

躍をご祈念申し上げます。 
 

ご寄附者名簿（敬称略） R1. 7月13日 ～R１.10月 20 日 

 

 

 

祝 

髙山伊勢原市長から授与

される上枝きよさん 

宮川社協会長から授与

される田中孝子さん 

第4回Big bang～いせはら～2019 

(キックボクシング)  福祉模擬店参加 

日時：11月3日（日）午後3時～ 

場所：伊勢原総合体育館内 

・・サンドウィッチを販売・活動紹介・・ 

当日は子ども支援募金を設置いたします。 

 

サポセンフェスタ2019 開設10周年記念 

日時：11月16日（土）10時～15時 

おまつりフェスタ＠サポセン＆駐車場  

日時：11月24日（日）9時半～15時半  

市民活動フォーラム＠中央公民館        

所属団体の紹介や講演会を企画するそうです。 

 

 

道灌祭りは、文武両道に秀で、伊勢原市で生

涯を閉じた戦国武将・太田道灌にちなんで付

けられた名称。太田道灌公鷹狩り行列、北条

政子日向薬師参詣行列、観光総踊りなどの催

しがある観光イベントであります。 

大田道灌行列 

・・活動報告・・                        ・・今後の予定・・ 
 
 

 

 

 

 

 

 


