
 

平成２７年度 

若葉台子育てささえあい連絡会総会 議事録 

 

日 時  平成２７年４月２９日（祝・水） 

場 所  若葉台地域ケアプラザ 

出席者  （敬省略） 

山岸 細川 望月 齊藤 峰松 鈴木 続橋 中村 工藤 磯本 大室 井上    

     花木 堀  足立 末木 宮脇 吉田 池田 山口 三村 中嶋 瀬戸 小村 

     針谷 入江 掛札 三島 玉川 田島 蓮沼 祖父江 春口 

     石原（旭区社会福祉協議会事務局次長） 

     宮坂（旭区役所子ども家庭支援課・子育て支援担当係長） 

欠席者  南  長沼 金子 上田 白岩 熊谷 岩瀬 大場 田宮 

   

  出席確認    中嶋副会長 

     ３９名出席（委任状６）で総会成立 

＊会則第１０条３の総会は構成員の過半数（委任状含む）の出席で成立する 

 

１  開会のことば  小村事務局次長 

 

２  会長挨拶    三村会長 

 

３  来賓紹介    宮坂 旭区役所子ども家庭支援課子育て支援係長 

           石原 旭区社会福祉協議会事務局次長 

 

４  議事 

（１） 平成２６年度事業報告 

配布資料に従って瀬戸副会長より説明 

 

（２） 平成２６年度決算報告及び会計監査報告 

配布資料に従って祖父江会計より説明 

・消耗品費について、自宅活動が多いのでインク代等の実費支払いをした為、予算

より増えたことを説明 

・特別事業費に講演会（10／10）と食育研修会（2／４）をいれた理由を説明 

・広報活動費に関して、広報誌「きらきら」３回発行分の印刷をわかば学園に依頼

した印刷代と、銀行で振り込む際の料金の説明 

 

田島監事より、決算報告に間違いないことの報告 

  

（３） 上記（１）、（２）に関して質疑応答 

末木理事・・・以前２回の理事会に参加。２月の時は１０組の親子が理事会に参加

見学をした。今後理事会等に子連れで参加しても良いのか？ 

＜三村会長＞ 主催が子育てささえあい連絡会、子どものことの連絡会で親子で参

加は当然。 



 
＜山岸連合会長＞子どもがうるさい。自分だって子どもの時代があった。今、悲惨

な事件が多いが、若葉台ではそれは避けたい。 

子どもが会に参加しても良いと思う。若葉台でいろんな団体が子育

てについて考えている。この若葉台を子育ての街にしたい。 

このままだと老老介護の街になってしまう。商店街の活性化、体験

入居等、子育て世代が住みやすい若葉台にしていきたい。 

子どもを大事にしない国は亡びる。子育てをする親を応援役に立っ

ていきたい。 

＜足立中央学童＞学童に５８名の子どもがいる。 

会議となると１００名の親子となる。親を育てる観点をもたなけれ

ばならない。 

年代年代による配慮が大事。子どもの参加はウエルカムです。 

＜田島監事＞ 基本方針は今の人達と一緒の回答。 

前回の子ども参加の理事会を見て、子どもを連れてこのような会に

出ることは大事。お母さんの見える所いるのが安心。 

子どもを見てくれるボランティアがいてくれれば良い。 

  

（４） 上記（１）、（２）に関して、拍手にて承認 

 

（５） 役員及び運営委員・監事紹介 

中嶋副会長より紹介 

    

（６） 平成２７年度事業計画（案） 

配布資料に従って三村会長より説明 

・年度重点事業計画（２）について 

３つの自主保育グループ、若葉台子育て母の会を見守っていきたいとの補足説明

あり。 

ウィズ・クローバーは６年前テクテクの会から発達障害の人だけの会を立ち上げ 

親を支援していくことの補足説明あり。 

・年度事業計画２ 部会方式について 

 運営委員会での情報交換があまり出来ていないのが現状。それぞれの運営委員が

専門部会を行っていくことで、開催時間（昼）やテーマを設けて話し合っていく

ことにより、より充実した部会方式になるとの補足説明あり。 

・田島監事より補足説明「サロンみんなあつまれ」を１０年やってきたから今があ

る。無償のボランティアに感謝したい、とありました。 

 

（７） 平成２７年度予算（案） 

配布資料に従って祖父江会計より説明 

・自主保育グループが３グループになったので１グループあたり 3000 円にする。 

・広報誌「きらきら」の印刷代（わかば学園）が 1080 円振込手数料 210 円に

なった。 

（８） 上記（６）、（７）に関して、質疑応答 

末木理事・・・繰越金が多いのに自主グループそれぞれ 3000 円でなくても 5000

円でいいのでは？ 

＜祖父江会計＞収入のあさひふれあい助成金が頂けるのは７月、地区社協からの助



 
成金は８月。それまでは、繰越金でやっていくので、ある程度の資金がないと運

営できない。 

 

（９） 上記（６）、（７）に関して、拍手にて承認 

 

５  新運営委員、監事の紹介 

 

６  閉会のことば  小村事務局次長 

 

 

懇談会 

 

  ＊山岸若葉台連合自治会会長 

子育てささえあいが設立して１２年目になる。その準備段階から三村会長は関わってきて

いる。３月の若葉台人口は 14909 人（昨年より 238 人減） 

・若葉台の平均年齢 53・7 歳 

・若葉台の 65 歳以上 41・2％（3・5％増） 

・若葉台の団塊世代が 65 歳、66 歳、67 歳 （横浜市統計局資料から） 

若葉台は世代交代の時、ベテランの人が次の人にバトンタッチをしていく。 

継続してはじめてボランティアの力が継続していく。世代交代をしてほしい。世代を超え

て新しいところにむかっていってほしい。 

我々の街は大事な子育ての街でもあるし、先輩方の街でもあってほしい。 

 

＊細川若葉台地区社会福祉協議会協会長 

子育てに関して、社協の副会長のとき関わってきた。 

プレイパークの無い頃、小・中ＰТＡと何回か話し合い、田島さん、三村さんが支えて   

くれた。子育てはやりたいことを発展、実行してきている。社協も一緒にやっていく。 

 

＊望月若葉台青少年指導員 

子育ての理事になって２年目。青少年としては、小学生対象。７月ペットボトル大会、   

12 月大縄跳び大会、３月６年生を送る会がある。子育て同じ子供と一緒に学んでいきた

い。 

 

＊齊藤若葉台保健活動推進委員会会長 

保健活動と子育ての関わりは平成１３年、鶴が峰のサロンから始まり、その後他の地区の  

保健活動が関わってサロンが始まった。 

わいわい広場の歴史も自主保育」グループのリーダー研修を兼ねて地区センターに集まり

行ったのが始まり。その時から保育園が関わってきた。地域を超えた関わりが広がり、視

野を広げていってもらいたい。 

 

＊峰松若葉台民生委員・児童委員協議会会長 

子育てささえあい発足当時、ベビーシッターとして参加した。子供をおんぶしてあちこち

に行った記憶がある。 

民生児童委員は自主的に子育てささえあいに参加している。 



 
 

  ＊鈴木旭区老連若葉台支部委員 

11 年前登下校の時事故があり、なんとかならないかと登下校のパトロールを始めた。 

3 代の校長に仕えてきた。それが私の子育ての協力と思っている。 

子どもを見守るは、子育ての延長上を見守って頂きたい。子どもが健全に育つ環境づくり

をしていきたい。 

  

＊続橋若葉台小学校校長 

子ども達は諸団体に支えられて、笑顔で学校に通っている。小学生の下校時間は 2 時 30 

分から 3 時過ぎ。 

学習に重点をおきたい。小人で勉強する、喜んでする。落ち着いて宿題する居場所を工夫

していきたい。 

 

＊工藤横浜わかば学園校長 

①今年で３年目、A 部門 66 名、B 部門 79 名 

②５月５日、「みんなあつまれ」で遊水地の中に駐車場、トイレの設置の配慮に感謝 

③高等部生徒の実習を「そらまめ」で受け入れに感謝 

④「プレイパーク」ボランティアとして参加できるか検討中 

⑤「きらきら」印刷協力 

⑥高橋先生移動、中村先生が後任 

 

＊磯本若葉台小学校 PТA 会長 

小・中連絡会に子育てささえあいに参加してもらっている。以前は、第三者的イメージが

あったが一緒にやって距離がちじまってきている。 

子育てするなら若葉台、具体的に PＲをしていきたい。それが大事だと思う。 

理事会、総会に子連れ参加を「サロンみんなあつまれ」の時にするとすれば合理的にでき

るので良いと思う。実際、参加しやすい運営を期待したい。 

 

＊大室若葉台中学校」PＴＡ会長 

前任のＰТA 会長から地区社協と連絡を密にとっていくこと、を引き継いでいる。 

５月中に連絡があれば１人参加できる。 

 

＊井上若葉台保育園園長 

保育園園長として３年目になる。保育園は地域の皆さんに支えてもらっている。 

保育園児が染めたこいのぼりを遊水池に泳がせて頂いた。 

平成 29 年、民営化となる。 

 

  ＊花木わかばの森保育園副園長 

１歳から年長児 39 名、職員 10 名。 

プレイパークには土曜保育の子どもたちが参加しています。 

今年から「わいわい広場」に参加します。 

 

  ＊堀若葉台まつりの会会長 

若葉台の中の公園をプレイパーク化したいとの要望に当初関わった。 

まつりの会は、若葉台の組織が何かやる時にサポートすること。 



 
ひっそりと協力していきたい。 

何かあったら一声かけて下さい。 

 

  ＊足立若葉台中央学童保育所 

学童は第２の家庭として子どもの成長を促している。 

学童に今年 20 人入り、58 人いる。子どもは元気な声が聞こえればいい。 

学童期の支援の声、親の声を届けていきたい。 

 

  ＊末木若葉台子育て母の会会長 

子どもの生活と地域がよくなればと子育てをしている仲間を増やし、地域に参加してもら

いたい人を育てていく。 

30、40 年後を考えている。素晴らしい活動を受け継いでくれる人を育ててもらいたい。 

 

  ＊宮脇サロンみんなあつまれ協力員 

子どもの見守り、パトロールは 18 年目。 

子どもは大事にしなくてはいけない。子どもから元気をもらっている事に感謝している。 

 

  ＊吉田若葉台まちづくりセンター理事長代理 

800 弱ある賃貸住宅。賃貸住宅を利用して体験入居。まだ１か月たっていないが２組が

体験され、子育てに適しているとの感想。 

若葉台に住んでいる人が魅力を伝えていってもらいたい。 

 

  ＊池田若葉台地域ケアプラザ所長 

子育ての会合には３回目の参加となるが、毎回、未来を感じてすごいと思う。 

モラル、ТPОはどんどん一緒に過ごす事で子どもに教えていくことだと思う。 

すばらしい活動、総会おめでとうございます。 

 

  ＊山口若葉台地区センター所長 

地区センターは若葉台居場所の１つ。 

人口 15000 人切ったと聞いたが、センターの利用 65 歳以上減って子どもの利用が増

えている。 

子どもにとってセンターは社会性を学ぶ場になっているが、大人も学ぶ場となって頂きた

い。 

子どもが騒いでいると、まずは回りの大人に注意してもらいたいのに「子どもが騒いでい

るから注意して」と言ってくる。 

プレイルームは遊具が新しくなったのと、階段の真ん中に滑り台ができた。 

 

  ＊石原旭区社会福祉協議会事務局次長 

３月まで子育てささえあいの役員会に出席し、未就学児の情報提供や、小学校、PТA、

地域等のかかえている問題など協議し携わってきた。 

サロンみんなあつまれ、そらまめ等の中で、出会い、悩みを解決していく輪ができている。

子育てする人たちに声をかけてあげること。 

みんなで手をつないで子育てを盛り上げてもらいたい。  

       


