
                      

   
      

                                                                                                

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

そして今、感染力の強い変異ウィルスが急速に広がり、コロナ感染が再拡大している中、気持ちを引き締め、無理なく

『やれる範囲で やれることを…』を共通認識として、2021 年度の活動を進めて参ります。   

皆さまのご理解とご協力、よろしくお願い致します。 

 

コロナに明け暮れした 2020 年度の玉ちゃんサービスの利用実績は 728 件、944 時間で、前年度実績（927 件 1,260

時間）の約 7 割にとどまりました。この 1 年間を振り返りますと、とくに初の緊急事態宣言が出された 4 月と 5 月は、

コロナ感染への不安と配慮から依頼を控える方が多く、このころの利用は何と例年の 3 割まで激減しました。そうした中、                           

「コロナ禍であっても、困っている方のニーズには無理なく出来る範囲で、お応えしよう」

と活動を継続…三密を避けるなどの予防策を行い、また草取りなど屋外作業の依頼にお応

えするなどして、最終的には前年利用実績の 7 割強までに回復することができました。 

例年に比べ、活動件数・時間こそ減少しましたが、「こんな時だからこそ 支えてあげ

たい」という協力者さんの誠心と熱意、「心細かったので、より嬉しかった」と感謝する

利用者さん……つながり、支え合う『地域の絆』の確かさを実感する一年でもありました。 

 

 

＜ 玉ちゃんサービスだより ＞ 
♡♡ コロナ禍であっても 続く「支え合い」 ♡♡ 

玉川学園地区 

誰でもいつでも、助けてと言える街  誰でもいつでも、気軽に手をさしのべられる街 

 

昨年からの新型コロナウィルス感染に続き、更に感染力の強い変 

異ウィルスの感染拡大の状況判断から、３月理事会にて今年度総会も

昨年同様に 4 月 25 日定期総会を「書面議決」にて実施することを決

定。総会議案書発送の結果、会員 71 名中 57 名（団体 19、個人 38）

の議決返信があり、全員が 1 号議案～5 号議案の全てを承認。会則に

則り、2021 年度総会の議事が議決されたことを確認いたしました。

（今期総会議案書をご希望の方はご連絡下さい。） 

また、同 25 日、会則に則り、2021 年度第 1 回理事会を開催、理

事の中から役員を選出。後日、役員会の開催を以て会長、副会長、事

務局長の選出を行い、役割分担を明確にすることとなりました 

＜2021 年度の活動方針＞ 

コロナ禍の状況で、集う・会うという人間的な行いが至る所で阻まれ

ている現状から、地域の絆を失わぬ「しくみづくり」に挑戦します。

幸い、今年度から、わが街・くらしのアンケートの実践活動が開始し

ます。共感、感動を分かち合い、地域の方々と共に支え合いの街づく

りを進めていきます。また、理事会のあり方や理事の役割を見直し、

活動を知らせ共感・感動を分かち合う手段の広報活動の見直し、会議、

交流室の運営の仕組みなど内部整備の推進も図ります。 

また、今後の活動や非常時に備え、運営準備金口座を開設、前年度繰

越金より 100 万円を積立て予定ですので、併せて報告いたします。 

 

発行責任者：玉川学園地区社会福祉協議会（2010 年 5 月発足） 会長 井上宮子 
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〔ニューススタンド設置先〕 
郵便局、銀行(２行)、クリーニング店、玉川学園駅前連絡
所、美容院、理髪店、ころころ児童館、桜実会、明日葉、 
薬局、鍼灸マッサージ院 等  
掲載ご希望の方は、入稿形式などご相談ください 
⇒042－810-2062  玉川学園地区社会福祉協議会 

 
 

 

202１年 ５-６月号 

広告スペースは本紙の表面下部 

１枠 5 ㎝×８㎝（モノクロ） 

広告料：1 枠 3,000 円 

印刷部数：6000 部 

(隔月、年 6 回配布) 

配布先：玉川学園町内会、 

４自治会(各戸配布) 

 

「地区社協ニュース」に 広告を載せてみませんか？ 

 

【２０２１年度定期総会 報告】 
【理事】 

1 丁目 春山 幸子 

1 丁目 山岸 孝子 

3 丁目 高柳 恒忠 

3 丁目 中川 忠彦 

4 丁目 大野 光子 

6 丁目 高木 粧知子 

7 丁目 鈴木 恵 

7 丁目 三浦 光利 

7 丁目 舩生 みどり 

8 丁目 松香 光夫 

8 丁目 秋山 啓子 

8 丁目 岩崎 克己 

8 丁目 三宅 俊剛 

 

 

【理事】

8 丁目 剱持 勝 

東玉  齋藤 絹代 

東玉  毛利 ミチ子 
 

【監事】 

2 丁目 木村 彰男 

8 丁目 畠山 朝子 
 

【相談役】 

2 丁目 内田 延子 

7 丁目 井上 宮子 
 

（ 計、女性 12 名 

       男性 8

名 ) 

会員になって、一緒に 

「地域福祉」活動を支えてください 
 
「玉ちゃんサービス」を筆頭に様々な活動を

通して子どもから高齢者まで“この地域に住ん

でよかった！”を目指しています。わが街・く

らしのアンケートのご意見にも今後お応えして

いくため、地域の皆様の地区社協のサポーター

としてご支援が必要です。是非ご協力ください。 

年会費（協力金）：一口 500 円 何口でも可 

お知恵と手を貸してくださる方も是非ご連絡

ください。 連絡先：玉川学園地区社協事務所 

玉ちゃんサービス紹介動画 

 

 

理事者等一覧 

楽しい動画を一度
ご覧ください。 
「♬～あなたも私も 
お互いタマ～♬」 

 

 
玉ちゃんサービス 

 

 

社会福祉協議会ニュース 
 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜街かど・なんでも相談室＞ 

＞  
 

★刃物研ぎ 
 

シルバー人材センタ

ー刃物部による、刃物

研ぎ。12 月は大盛況

でしたので、5 月は 2

日間にわたって開催予

定でしたが、残念なが

ら中止となりました。

次回は 11 月に開催予

定です。 

です。 

 

  

       

☆野菜販売・交流  
 
販売日:毎週毎週火・木曜日 10 時～ 

7 丁目 星野様宅ガレージ 
 

野津田産・小野路産地場野菜を、仕入価格を

計算しつつ安価で販売。ドライバーさんのガ

ソリン代と消耗品代で￥3,000を見積もり1

回の利益 1,500 円、月 8 回で￥12,000 円

と試算。2020 年度は￥150,000 円の収益

となりました。生産者に感謝です。 

＜活動報告・お知らせ＞ 

課題（１）コミュニティの希薄→近隣の場づくり 

『ご近所さん会 ＊お庭カフェ＊』 
 

●開催日：5/22（日）13:00～ デモンストレーション 

●場所：コミュニテイセンターにて 
 

まちづくりの会・第 3 高齢者支援センター・町内会と協力して

行う＜地域の顔の見える関係を拡げよう！＞を目的としたプロ

ジェクトです。5/22（日）はコミュニティセンター竣工記念イ

ベントとして開催します。安心して暮らしを楽しむためにも『お

隣やご近所とのきずなづくり』を大切にした場創りを目指しま

す。見学に立ち寄っていただければ幸いです。 

今後の日程  （時間：１３:３０～１５:３０ ／ 無料） 

                               

★ニット工房   
 
第 3 火曜日 10 時～12 時  

地区社協交流室（7-4-17 滝澤様宅） 
 

沢山の毛糸のご寄付を有難うございまし

た。早速、夏用糸で作品づくりに励んでいま

す。ご期待ください。 

＜お知らせ＞5 月中のほっとあっと市とぬ

ぼこ山駐車場での作品販売は中止です。 

2020 年度売り上げ収益は￥100,000- 

でした。ご協力ありがとうございました。 

 
 

 

課題（２）緑の減少→緑の醸成活動 

『街に潤いを！緑をふやそう！』 
 

「街に潤いを！緑をふやそう！」グループは久留

米ツツジの挿し木作業に入ります。根が張りまし

たらポットに入れて『花とみどりの交換会』を開

きます。 

もうじき八十八夜。挿し木、挿し穂の時季です。

さあ、交換会の準備にかかって下さい。お庭の実

生の小さい苗も大事に育てて交換しましょう。 
 
連絡先：井上 080-1271-5658 

＜わが街・くらしのアンケートからの活動開始！＞ 課題→はじめの一歩へ 

 

課題(１)コミュニティの希薄(５)子育て支援(居場所づくり) 

→本でつながる活動(コロナ後の近隣のつながり創り) 
 
「街の図書室」を地区社協交流室でスタートします。 

本でつながる・ゆるやかな活動「本を提供する人、運営する人、選び読む人」がつながる、これは社会運動の始まり

です。そして、コロナ後に続く「コミュニティ活性の新しい街づくり活動」となります。 

あなたのお手元の本棚の本で「この本は地域の方や子ども達に読んでもらいたい」という本を預かり、貸出しはもち

ろん、静かに読書をしていただいたり、子どもと一緒に「読み聞かせ」の時間も。 

本が大好きな方々が 7 名集まって準備を開始、相談役に図書館司書の金城さんが応援して下さっています。地区社協

交流室には、本棚が６台あり、本も少しずつ集まっています。これからラベルを作り、本棚に並べる準備が始まります。 

本を提供する人、運営する仲間をさらに募集しています。本好きな方、一緒に本でつながるゆるやかな街づくり、あ

なたもご一緒に活動してみませんか？ 
 

玉川学園には、「きんじょの本棚」（最近流行しつつあります）、玉川教会の「おひさま文庫」、明日葉さんの図書コー

ナー、ころころ児童館やコミュニティーセンターの児童図書コーナー、東玉児童公園とやすらぎ公園の移動図書館など

本に関わる場所があります。以前には、子どもとお母さんたちが集まった「ありんこ文庫」というのもあったそうです。 

文化の街『玉川学園』、ほっとひと時、しあわせを感じる街にしましょう。    連絡先：井上 080-1271-5658 

 

下記のスケジュールで安全に十分配慮して開設して

います。「ポスターと小さなのぼり」をお店の前に掲示

して、お待ちしています。 

街の協力団体の専門員とカウンセラーが2名体制で、

じっくりお話をお聴きして対応します。おしゃべりの場

そしてストレスを和らげる場としてもご利用いただけ

ますよ。気軽にそして安心してお立寄り下さい。 

 

 
第２日曜日 
①桜実会ふれあいひろば 

5/9、6/13、7/11 

第３月曜日 
②ギャラリーウェアミー 

5/17、6/21、7/19 

第４火曜日 
➂美容室フェリス 車椅子可 

5/25、6/22、7/27 

 

『街の図書室』 
 

 


