
 

 

 

 

 

 

 

 

 中田地区民生委員・児童委員協議会会長の石井マサ子さんを訪ね、石井さんが

磯子区から中田町に嫁いで来た昭和４５年ごろからのことをお尋ねしました。

その当時、石井家は農家だったので家の後ろは畑で現在ほど家もなかったそう

です。昭和５２年に御霊神社幼児園の役員として地域活動に初めて加わりまし

た。昭和５７年には御霊神社幼児園会長となり、昭和６２年から平成元年まで

東中田小学校ＰＴＡ副会長、平成元年から平成５年まで富士見丘自治会の諸役

を経て平成５年１２月、民生委員・児童委員に推薦されて今年で２３年目に。いつもどんな役を受ける

時も、お姑さんに相談をすると、「頼まれたのなら引き受け頑張ってみてはどうかしら」と云って背中を

押してくれました。そして「子どもの面倒を引き受けてくれたので、どんな時でも心おきなく出かけら

れました。母がいなければ私は何も出来ませんでした」と今は亡き母への感謝の言葉でした。平成５年、

富士見丘自治会の副会長辞任直後、当時の民生委員・児童委員が２年の任期を残して亡くなられ後任と

して民生委員・児童委員に推挙されました。当時は現在ほど民生委員・児童委員の仕事量はなく「ひと

り暮らしの見守り」と云うくらいの知識しかなかったとか。民生委員・児童委員になってみると、印鑑

を要する証明書などが多く、事あるごとに参考資料とにらめっこしたり先輩委員の指導を受けながら一

つひとつ自分で経験を積みながら最初の何年間かは大変でしたとの反省の言葉でした。  

 民生委員・児童委員として初めて出席した中田連合自治会の賀詞交歓会で先輩委員から「民生委員は

一期で辞めるものではないぞ」と言われた時「これは大変一期で辞めようと思っていたのにとんでもな

い世界に入ってしまった」と覚悟を決めたと云っていました。それから数年後、思いもかけない病気で

手術して 1ヵ月以上も活動できない時期もありました。 

 そんな時、訪問先の方から「頑張ってね」とやさしい励ましの言葉をかけられ、皆さんを見守る立場

なのに見守られている自分に「これではまるっきり反対だわ」と

まわりの方々のあたたかい気持ちに感謝。民生委員・児童委員協

議会会長を受けて 9 年目を迎えその間に委員数も増加し現在では

35人と増員され以前より仕事量も増しています。 

これも社会環境の変化、超高齢化が進んできたため民生委員・児

童委員の活動が重要な役割となり地域福祉により深く係りを持つ

ようになったからです。平成 23年には法務省人権擁護委員・泉警

察署協議会委員その外、中田地区社会福祉協議会・踊場地域ケアプラザ運営委員など多方面で役職を歴

任し活動されています。そのお陰で人との繋がりができて勉強にもなり経験ができて「石井」と云う家

を通しての繋がりのもととなって、皆さんが私を育ててくれたとの思い、が強く残っています。 

 家族の協力と地域の皆さまに支えられたことに深く感謝いたします。今年は 3 年に一度の民生委員・

児童委員の改選の年に当り忙しい一年になりそうです。それには大好きな海外旅行などでリフレッシュ

して、皆さまのお役に立てるよう健康に留意しながら頑張ります、と力強いお言葉でした。 

 石井さんの前向きな行動と積極性に頭が下がります。          （編集委員 長谷川公夫）                                     

右から２人目が石井さん 

石井マサ子さん 

背中を押されて 23年 石井マサ子さん（富士見丘） 

発行：中田連合地区経営委員会  

制作：中田かわら版制作編集委員会 

協力：中田連合自治会 泉区役所  

   横浜市踊場地域ケアプラザ 

～一人ひとりが CO２を減らす努力をし、美しい地球を子どもたちに残そう！～ 

～中田地区の地域活動をお知らせします～ 
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このチラシの情報をより詳しく知りたい方は、踊場地域ケ

アプラザ 葛西（かさい）まで問い合わせください。 

TEL 801-2114 FAX 801-2923 

 

                                                   

                                       

【寸劇フェスティバル】 

日時：3 月 13 日(日) 13:00~（12:30 開場） 

場所：泉区民文化センターテアトルフォンテ 

「子育てママからのメッセージ～泉区を子ど

もたちの故郷に～」中田・しらゆり子育てネ

ットにて、地域の子育て支援者のみなさん、

親子サークルさんなどが出演します！ 

 

1 月 17 日（日）年初め恒例の中田新春健康マ

ラソン大会が行われた。 

 神奈川県警白バイ隊先導で中田小学校をス

タートし、思い思いの目標を胸に、ゴールの中

田小学校に向けて駆け抜けた。 

【卒業式・入学式】 

 卒業式 入学式 

中田中学校 3 月 14 日(月) 4 月 5 日(火) 

汲沢中学校 3 月 14 日(月) 4 月 5 日(火) 

中田小学校 3 月 18 日(金) 4 月 5 日(火) 

東中田小学校 3 月 19 日(土) 4 月 5 日(火) 

葛野小学校 3 月 18 日(金) 4 月 5 日(火) 

伊勢山小学校 3 月 18 日(金) 4 月 5 日(火) 

 

優勝 準優勝 三位 敢闘賞

陰山勇一 鈴木薫 宮入久 竹田勝利

中村（町） 根下(自） 夏刈場（自） 宮の台（町）

向出靖弘 大峰良昭 江頭弘 甘崎達也

池谷（自） 池谷（自） 広町（自） 葛野（町）

有村薩磨 萩原勝雄 中原耕作

池谷（自） 中西(町） 山百合（自）

西和男 小野忠雄 工藤祥一郎 山藤茂生

葛野東(町） 中村（町） 池谷（自） 山神前（町）

工藤瑞己 三枝拓真 近藤誠 穐利亮

池谷（自） 戸塚苑（自） 中村（町） 中村（町）

将棋有段者

将棋一般

将棋学生

囲碁有段者

囲碁一般

■ 新春マラソン大会（1月 17日） 

中田連合自治会主催 

■ 囲碁将棋大会（2月 7日） 

距離 種別 優勝 準優勝 第3位

佐久間 近藤 菅谷

17:49 18:53 19:18

滝沢 杉山 鈴木

17:35 18:49 19:31

田代 寺井 渥見

18:41 18:53 20:22

谷口 田代 志田

21:25 21:29 22:40

水本 前川 小林

10:25 10:41 10:46

長谷川 宮川 四俣

12:09 12:21 12:31

遠藤 熊坂 高橋

11:36 11:46 12:17

長谷川 田中 鈴木

11:54 12:02 13:47

吉岡 廣瀬 山口

12:35 13:27 13:33
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中田町会館で実施。 

56 人の参加選手（総勢約 100 人）で会場は熱 

気に溢れ、額に汗しての対戦が 5 分野に分かれ 

てくり広げられた。年配の方々が多い中、東中田 

小学校 1 年の穐利亮君（昨年 8 月より打ち始めた）が父母の応援を背に頑張った。同君は楽しく打てた、

豚汁もうまかったと喜んでいた。          （編集委員 山木重樹） 

「中田白百合地域情報サイト」にて地域の最新の情報や、かわら版バックナンバーなどを調べ

ることができます。www.odoriba-cp.jpへアクセス！！ 

http://www.odoriba-cp.jp/

