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川崎区
京町３丁目
町内会

子どもからお年寄りまで、人と人とのふれあいが行き交うまち。お祭、盆踊り、運動会、そして、
季節やそのまちならではのさまざまな催しなど、みんなが気軽に参加できる地域の行事は地域の
つながりを強くします。世代を超えて、一つのテーマや目的に向かう中で、まちや人への思いが
生まれます。

「まちの縁側」で高齢者に
優しいまちづくり

地域が結束して面倒見のいいコミュニティを
　平成17年度から川崎区は地域福祉の一環として、誰もが気軽に立ち寄り、
話をしたり、相談したりできる地域の交流の場「地域の縁側づくり」を進め
ています。京町３丁目町内会でも毎月第２金曜日の午後、町内会館で「縁側」
を行い、毎回、40 ～ 50人が集まります。
　「ここに来て、顔を合わせて、お茶を飲むのが楽しいんです」。参加費も不
要。防災やオレオレ詐欺防止の話、カラオケや演芸など、毎回、参加者が楽
しめる内容。夏休みには子どもたちと交通安全の映画を鑑賞します。
　「高齢者が一歩でも家を出てくれればいいんです。いつも来ている人が来
ないとか、情報集めが一番の目的です。」と町内会長、藤代訓子さん。
　３年前、副会長だった藤代さんと山口美登里さんの２人の民生委員を中心
に始まった「京町３丁目の縁側」。「長続きするように」と、半年ほど検討を
重ね、町内会に諮りスタートしました。町内会の人々や地域包括支援センター
の協力を受けながら、介護予防や一人暮らしの高齢者の見守りなど、地域の
福祉に効果を上げています。「疲れたと文句をいいながらやっていますが、
また、それが楽しくなって」。この日も山口さんは達成感を味わいました。

36回目を迎えるこの日の「京町３丁目の縁側」。まず、ビデオを見ながら、体操で体を動かします。
介護予防や転倒予防に効果がある「ほほえみ元気体操」を考案者の一人でもある岸さんのリード
で行います。

その日の催しが一息ついたころ、役員の皆
さんが心を込めて作った季節の味覚が出さ
れます。これも参加者の大きな楽しみ。味
について、作り方について、ますます話が
広がります。

続けていくためには人の力が必要。前列左
から、民生委員上田さん、会長藤代さん、
民生委員山口さん、副会長岸さん。２列目
左が保護司の芝田さん。最後列右端が婦人
部長庄司礼子さん。
そのほか婦人部の皆さんと「京町３丁目の
縁側」を団結力で支えています。

この日は町内在住の長唄三味
線演奏家、杵屋勝芳歌師匠の
演奏と師匠の三味線に合わせ
た懐かしのメロディーの合
唱。歌舞伎をルーツとする長
唄三味線にちなんで、歌舞伎
をビデオ鑑賞しました。

ふれあいのあるまちづくり
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毎年、町内の皆さんが楽しみにしているバス旅行。バス４台を連ねて出かけま
す。平成23年６月には富士五湖に出かけました。高齢者の１割の参加が目標。

幸区
南河原地区
町内会連合会

連合会のまとまりを
活かして地域のふれあいを

「わたしの町のすこやか活動」で介護予防を推進
　17の町内会を合わせた範囲に、小学校が２校、中学校が１校、神社も女躰
神社が一つ、民生委員協議会も地区の社会福祉協議会も単独という南河原地
区。地域の行事や活動の多くを町内会連合会が進めています。南河原地区町
内会連合会の幸田晋一会長も南幸町３丁目南町内会の会長を兼務しています。
　川崎市では平成12年度の介護保険制度とともに、介護予防を地域で推進す
る「わたしの町のすこやか活動」が実施されています。この制度は原則とし
て中学校の学区を単位に、地域のボランティアが高齢者の閉じこもりの防止
や健康の増進を進めるものですが、市立南河原中学校の学区と町内会連合会
の範囲が一致するここでは、連合会として「わたしの町のすこやか活動」に
取り組んでいます。
　17の町内会を合わせると、65歳以上の人口は約4,400人。川崎駅に近く、
早くからまちが形成されたこの地域は、急速な高齢化が進んでいます。「老
人会もあるのですが、積極的に参加しないお年寄りのサポートがもっと必要
です」と幸田会長。
　町内会ごとの対抗で盛り上がる「町内会連合会大運動会」や夏のお祭りな
ど、世代を超えた催しにも力を入れ、町内会連合会のまとまりを活かして、
地域のふれあいを育てています。

「わたしの町のすこやか活動」では、65歳以上の方を主な対象に、お花見やバス旅行、お年寄り
の暮らしに必要なさまざまな講習会などに取り組んでいます。幸田会長はこの活動の代表も兼任。

平成22年のバス旅行は大井川鉄道へ。右端
のネクタイ姿は幸田会長。

毎年３月末には、南河原公園で「お花見と
散策の会」が開かれ、例年約350人もの元
気な高齢者が参加。南河原中学校吹奏楽部
の演奏が会を盛り上げます。
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中原区
上丸子

八幡町町内会

高齢化社会のふれあい
「会館でお茶しましょう」

まったり、ゆっくり、みんなが気楽におしゃべりする場
　上丸子八幡町町内会（奥山富春町内会長）では、一人暮らしをはじめ町内
のお年寄りを対象に八幡町会館で毎週月曜日の午前10時から午後３時まで
「会館でお茶しましょう」を行っています。会といっても毎回特定のテーマ
があるのではなく、参加したい人が自分の都合のいい時間に集まって、おしゃ
べりをしたり、折り紙や数独パズルで思い思いにひとときを過ごします。運
営は民生委員の大原陽子さんと稲葉姫実子さん。老朽化した八幡町会館の建
て替えを機に始まりました。
　「皆さんに新しい会館を見に来ませんかという呼びかけから始めました」。
毎週月曜日の朝10時に会館の を開けて来場者を待ちました。当初は７～８
人ほどが参加。現在、参加者も20人近くに増え、中には90歳を超える人もい
ます。午前中だけでなく午後３時まで楽しみます。
　時には会館の厨房を利用して、そうめんや天ぷらをつくったり、季節が良
い時には外に出ることもあります。活動のほとんどが参加者の要望です。
　会場費は不要。お茶代も町内会から補助があるので、参加費も無料です。
まったり、ゆったり、今のまま続けたいと二人は考えています。

みんなでワイワイ楽しく過ごすことが一番のテーマ。民生委員の大原さん、稲葉さんにとっては、
地域のお年寄りのさまざまな情報に触れられることが大切です。一人暮らしの高齢者が困ってい
ることを山本さんたち男性スタッフがサポートします。

東日本大震災の直後だけに、災害対策は参
加者みんなの関心事。家具の転倒防止につ
いて、レクチャーを受けます。粗大ゴミの
捨て方など、高齢者が苦手な日常生活のい
ろいろな場面をみんなで考える風景はまる
で井戸端会議のよう。

活動の担い手、大原さん（左）と稲葉さん
（右）。八幡町会館はスロープ、手すり、トイ
レなど、バリアフリー設備も充実。震災の
日には、避難所として町民だけでなく帰宅
困難者も受け入れました。「避難所と知って
もらうだけでもこの活動の意味があります」

大きな机の上に
は、折り紙、パ
ズルなど、いろ
いろなものが並
びます。30年来、
同じマンション
に住んでいて、
あいさつだけ交
わしていた人
と、ここで初め
てお話ししたと
いう例もありま
した。

ふれあいのあるまちづくり
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高津区
橘地区
連合自治会

30年続く連合会行事が
住民のつながりを育む

地域に根づいた町内会・自治会活動をさらにきめ細やかに
　昭和30年以降、都市化が進み、９万人超の人口を抱える橘地区には、現在
50の町内会・自治会があります。この地区は町内会・自治会のまとまりがよ
く、橘地区連合自治会として、さまざまな取り組みを行っています。
　川崎市民プラザで開催される子どもから高齢者まで楽しめるさまざまな趣
向を集めた「橘ふるさと祭り」。町内会・自治会対抗で行われる秋の「親子
運動会」。「防災訓練」はそれぞれの町内会・自治会でも行われますが、連合
自治会でも毎年１回、1,000人規模で行います。
　また、橘地区のスポーツ活動振興会が中心になり、町内会・自治会対抗で
ソフトボール、バレーボール、バドミントン、ゲートボールのスポーツ大会
を行っています。熱心な町内会・自治会では、朝６時ごろから中学校のグラ
ウンドを借り、クラブ活動の生徒が通学する前に練習します。
　「いざという時には、遠い親戚よりも近くの他人です。常日頃のおつきあ
いが大切です」と語る連合自治会会長の柏木靖男さん。これらの催しを通じ
て、子ども会、PTA活動、スポーツ活動からの広がりが、町内会・自治会活動
への積極的な参加を生んでいます。古くからのまちに新しい住民が徐々に増
え、新旧住民が滑らかに融合している橘地区。これまでに町内会・自治会を
築いていった先人たちの力が今も連合自治会にしっかり息づいています。

敷地１万坪の市民プラザで行われる「橘ふるさと祭り」は、毎年8,000人の参加者を集めます。
高齢者は町内の代表としてカラオケや踊りなどを発表し、子どもたちはふるさとの思い出を紡ぎ
ます。

「第32回橘ふるさと祭り」は「橘の元
気を全国へ」がキャッチフレーズ。東
北の物産コーナーやエコ活動の啓発
ブースが登場しました。地区の諸団体
の人々による実行委員会によって運営
されます。

橘中学校で開かれる「親子運動会」。各種
目では町内会・自治会ごとに得点を競いま
す。世帯数の多い町内会・自治会では、選
手を決めるために予選を行うところもあり
ます。種目の中で最も盛り上がるのは町内
会・自治会対抗リレー。

34回を数えた防災訓練。すべての町内会・
自治会が、隊列を組んで、避難場所に指定
されている橘小学校に集合します。自主防
災といっても、消防署との連携など、組織
がしっかりしているのが特徴です。
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宮前区
五所塚
町内会

老人会活動がまちの
ネットワークと活気を創出

健康への誇りと信頼。高齢者の力が地域を牽引
　昭和30年代に宅地分譲が始まり、まちが形成された五所塚。町内会も設立
50周年を迎えます。「町内の人口は約1,500人。そのうち65歳以上が480人で
すから、高齢化率は32％になります」。町内会長の髙久實さんが語るように
市内でも屈指の高齢化率。その町内のふれあいを支えるのが、昭和42年に設
立された老人会「長生会」です。活動は町内会館に隣接する長尾公園で毎週
１回ずつゲートボール、ニューゲートゴルフ、グラウンドゴルフ。町内会館
では週３回の卓球と女性を中心にした趣味の会に、歩こう会に代わり始まっ
た誕生会があります。
　五所塚では公園管理運営協議会を立ち上げ、町内会で３つの公園の管理運
営を行っています。公園の草刈りや清掃にも、長生会がパワーを発揮。地域
緑化推進地区の指定を受け、公園の周囲にアジサイの株を植えたり、三角公
園に花を植えたりする時にも、子ども会の親子らのリーダー役として、長生
会が活躍します。また、年１回の地域の催し、五所塚祭りでも実行委員の３
割以上が長生会会員。慣れた手つきで祭りの運営を担います。
　ライフスタイルの多様化で老人会入会に抵抗を感じる人も増えています
が、会員は現在約100人。まだまだ増やしていきたいものです。

この日はグラウンドゴルフ。朝９時から11時過ぎまで20人ほどが楽しみます。手軽に楽しめる個
人競技は、周りに気兼ねもいらないので人気上昇中。参加者のほとんどは70歳以上。中には90代
の方もいます。

縦横約30メートルで変形敷地の長尾公園で
はグラウンドゴルフフルサイズのコースは
できませんが、初心者や日常の運動には十
分。草刈りやアジサイの株を植えるなど、
この公園の維持、緑化にも長生会が活躍し
ます。

一回り終わって休憩。町内会館で用意した
お茶を飲みながら、話に花が咲きます。「朝
早く起きて、みんなで話して。こういう場
があることが一番いいことではないでしょ
うか」と町内会長の髙久さん。

「健康、友愛、奉仕
がこの会のテーマで
す。健康であるため
には少しでも外に出
なくては。公園清掃
も外に出るきっかけ
です。長寿を誇りに
するクラブにした
い」。平成20年から
長生会会長の福田美
亘さん（中央）。

ふれあいのあるまちづくり
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健康に関する話題に加え、成年後見人制度や尊厳死など、
テーマには高齢者と一緒に暮らす家族にも役立つ情報も
多く、もっとさまざまな世代に参加してほしいと、その
糸口を現在、模索中です。

左から、堀口さん、渡邉さん、常松さん。スタート時に
は参加者が少なく苦労しました。町会が毎月発行する「く
りやニュース」の記事やピンクの用紙に印刷した各回の
お知らせで参加者を募ってます。

多摩区
栗谷町会

「続ければこそ」の思いが
育んだ10年間の「わ」

近隣の人間関係は高齢化社会を乗り越える原動力
　昔は農家が30世帯ほどだった集落にさまざまな地域から人々が移り住み、
栗谷町会（岸景美会長）は現在、2,400世帯の町会を形成するようになりま
した。平成10年、町会理事の常松さんは「町内の人間関係が希薄となってお
り、何かあった時に高齢者・弱者が困難を来す」と考え、町会に福祉部の設
立を提案しました。その後、町会役員会（当時・岸隆会長）で、老人会とは
別に福祉活動を中心とする部門が必要と考え、平成12年10月に福祉部が発足
しました。翌年からシニア世代の交流の場『くりの「わ」』が始まりました。
「住み慣れた地域で心身ともに安心・安全の老後を過ごすこと」をテーマに、
８月を除く毎月第３金曜日に町内会館に集まり、高齢者の生活に必要な情報
を講師や地域の人々とともに考えます。
　「いざ、困った時に頼める人間関係を地域に作ることが必要」と力説する
常松さん。「お年寄りのためと思って活動していましたが、ここで学んだこ
とが自分の生活に役立っています」。前会長の堀口さんは当時民生委員。立
ち上げ時には、福祉関係者や会に関心のありそうな人に声を掛けるなど、実
行委員会づくりに奔走しました。それからずっと続く『くりの「わ」』。「常
松さんの思いが今もぶれないで続いています」と、現会長の渡邉さんは感慨
深く10年間を振り返ります。

２回に１回は体操の先生を招いて、全員で体を動かします。先生の上手な体操指導は、参加者に
も人気があります。町会の理解や区保健福祉センターの支援も『くりの「わ」』が続けられる要
因の一つです。

『くりの「わ」』では年に
１回、秋の作品展（展示
会）をやっています。町
内の皆さんに呼びかけ、
手芸品や絵画や工芸品な
どを、町会会館に展示し
ます。２年前には多摩市
民館のギャラリーで開催
しました。

※ 「わ」は人の輪と心の輪
の両方の意味を持ちま
す。
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「歩く会」でまちを知り、
隣人を知る

麻生区
細山町会

新旧住民が一体になれる交流の場づくり
　昭和15年、金程、向原と合わせ100に満たない世帯数で発足した細山金程
町内会。高度成長期を迎えると次々に宅地造成が進み、新しい町内会や自治
会が生まれました。そして昭和50年、細山町会と改め、現在、これらの新し
い町内会・自治会を取り囲むような形で、1,670世帯が加入する町会を形成
しています。町会長２年目を迎える山田喜一郎さん。「学区となる小学校も
２校あり、地域が飛び飛びなので、運営が難しい」と語ります。旧細山は神
明社の氏子、香林寺の檀家で、農業に関わる季節の行事などでつながりがあ
りますが、その中で急増した新住民との交流の機会がありませんでした。
　そのため、当時会計だった山田さんが声を掛け、始まったのが「歩く会」
です。「細山に住んでいても細山を知らない人が多く、まちをみんなで歩いて、
互いに顔見知りになることが目的でした」。それが町会の行事として恒例に
なり、５年が過ぎました。毎回、50人以上の参加があります。
　この「歩く会」と「敬老会」「ゴルフ大会」が町会の三大交流行事で、そ
れとともに、平成23年は震災の影響で中止になりましたが、毎年夏には昔か
ら続く地域の８町会合同の盆踊りがあります。古くから住む人と新住民が一
体になる、ふるさとのまちづくりを進めます。

町会の交流事業の一つとして毎年１回行われている「ゴルフ大会」。誰でも気軽に参加できる「歩
く会」、趣味を持つ高齢者が集まる「敬老会」とともに、スポーツを通じても住民が集まれる機
会を作っています。

敬老会事業は敬老の日に町内の75歳以上を
細山会館に招待して、踊ったり、食事をし
て楽しみます。新住民と言われた人々もそ
ろそろ70代を迎え、対象者は300人ほど。
100人ほどの参加があります。

「町会の役割は、いかに住み良いまちづく
りを進められるかです」と、多摩区長を務
めた経験もある山田さん。新しい人に町会
の役員になってもらったり、参加するきっ
かけづくりを会計時代から力説していまし
た。

五重塔がある香林寺や民俗史料が残されている香林寺の資料館など、名所や旧蹟もある細山町会。
毎年、歩く会のコースも変えています。コースは体育厚生部長を中心に実行委員会で作成します。

ふれあいのあるまちづくり


