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連合相談役

ますます進む高齢化
新橋連合自治会は、例年 9 月に敬老のつどいを新橋小
学校で開催し、高齢者の皆様をご招待、演芸など楽しんで
頂きましたが、新型コロナウイルス感染拡大のために本
年度も中止になりました。それに替えて、対象者の皆様に
は各自治会からお祝い品を配布しました。各自治会の対
象者数（75 歳以上）は以下の通りです。新橋町の最高齢
者は 104 歳（女性）でした。また、併せて 88 歳米寿及び
結婚 50 周年のご夫婦にもお祝い品を配布しました。
令和3年度新橋連合自治会敬老のお祝い
自治会名

対象者数
（75歳以上）

88歳米寿

日本の高齢化が年々進んでいることはご承知の通りで、
全国 65 歳以上の全人口に占める割合は 28.８%
（R２年 10
月）となっています。一方、横浜市は 24.7%（R3 年 3 月）
で全国平均よりもやや低くなっています。しかし、私達の
新橋町はさらに高齢化が進んでいます。下図は、新橋町の
総人口 8,073 人対する各世代の人口比率（R3 年 3 月）で
すが、65 歳以上の人口は 2,777 名で全体の 31.9%となっ
ています。今後も増々高齢化が進むと予想されるので、自
治会活動のあり方や進め方も見直しを含め、様々な工夫
が求められるようになるでしょう。

結婚50周年

堂山団地自治会会長 渋谷一郎
コロナ禍、そして夏が終わり朝夕は次第に涼しさを感

堂山団地自治会は、諸事情により数年前から自治会館

じる頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでし

が無くなり、今は新橋第二住宅の集会所をその都度お借

ょうか。今回は堂山団地自治会について紹介いたします。

りして活動を行っています。コロナもあって会合が出来

堂山団地自治会は緑園都市駅の西口を出て、横浜緑園

ないことが多く、コミュニケーションの大切さを改めて

キリスト協会に向かって坂道を上り、頂上付近にありま

感じています。私は、日中会社で仕事をしています。会社

す。北は緑園神明台公園付近から、南は新橋第二住宅付近

の仕事と自治会長の仕事の両方を行うことは大変です。

まで、東は道路を挟んで緑園地区、西は新橋上自治会に囲

然しながら、他の役員の方に支えられサポートを頂き、微

まれています。世帯数は 220 世帯、そのうち 75 歳以上は

力ながら少しでも住民の皆様、地域のお役に立てればと

約 4 割と高齢化が進んでいます。

思っています。

堂山団地自治会には特徴のある施設はありませんが、
名前の通り高いところに位置しているので富士山がとて
もきれいによく見えます。特に冬の時期は最高です。昔は
ドラマの撮影で使われた場所があると聞いています。定
かではありませんが、堂山団地自治会は発足してから 50

新橋上

173

6

7

年以上経っているのではないでしょうか。私は 2 歳の時

新橋中

177

11

0

にこの地に来て、途中別の地域に住んだりしたこともあ

新橋下

213

2

6

りましたが 50 年は経過しています。私が子供の頃はまだ

堂山

122

5

1

日新

42

5

3

新橋西

83

3

1

原弥生台

81

2

1

第1住宅

18

0

1

の同僚の方からお裾分けを頂いたのを覚えています。今

第2住宅

18

0

1

では見る影もなく立派な住宅街となっていますが。

927

34

21

計

緑園都市駅も無く、周りはうっそうと木々が生い茂った
森でした。小川も流れ、田んぼも沢山あり野うさぎやキジ、
野良犬もいました。自然薯も沢山取れたようで、父の会社

新型コロナウイルス感染拡大で多くの行
事・イベントが中止に
新橋地区シニアクラブ連合会会長 木下次男

[ここに出典を記載します。]

シニアクラブの基本理念は「健康」
「友愛」
「奉仕」です。
新橋地区シニアクラブ連合会は単位クラブ５＋ミニクラ
ブ１の 6 クラブ 298 名（男性 113 名、女性 185 名）の会
員で構成されています。長寿社会を迎え、単身高齢者や高
齢世帯が増加傾向にあります。一層の助け合いや支え合
う社会が求められ、健康づくり、仲間づくり、友愛活動、
スポーツ大会、奉仕活動等多岐の活動を通して、更に高齢
者の知識、経験、能力を生かした社会参加等シニアクラブ
の認知度を高め会員増を図っていきます。
定例会（各クラブ会長、副会長出席）を毎月開催し、情
報の共有化を図ります。主な年間行事は以下の通りです
が、ここしばらくは新型コロナウイルス感染拡大のため
に十分な活動ができていませんが、感染対策をしながら
少しでも会員相互の交流の場を作りたいと考えています
●スポーツイベント；ペタンク大会、ゲートボール大会
グランドゴルフ大会
●ノルデイックウオーキング

●友愛活動研修会（前期、後期） コロナで中止
●囲碁・将棋大会、カラオケ、演芸大会 コロナで中止
＜新橋シニアクラブ連合会行事予定＞
●バス旅行；ブドウ狩り（コロナ感染予防の為中止）
ミカン狩り（11 月予定）
成田山新勝寺初詣（1 月予定）
新橋地区シニアクラブ連合会の会員数
クラブ名

男性

女性

合計

新橋第一親友会
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昨年から広がった新型コロナウイルス感染拡大は収束
の兆しが見えず、今夏最大の第 5 波が猛威を振るう中、東
京五輪オリンピック、パラリンピックが無観客の中で開
催され、何とか無事終了しました。しかし、地域の行事や
イベントは軒並み中止や自粛に追い込まれています。当
連合自治会や新橋地区社協も例外ではなく、楽しみにし
ていた運動会や夏祭り、アッテ祭り、各事業など殆どが中
止になっています。とは言え、全国のワクチン接種率が
60%以上となり、9 月に入り新規感染者数も減少傾向がみ
られるなど明るい兆しも見えてきました。11 月までには
希望する全国民のワクチン接種が
完了すると言われているので、
来年こそ中止している各行事
が復活することを期待しまし
ょう。それまではもう少し我
慢してコロナに感染しないよ
うに注意して過ごしましょう。
●11 月 アッテ祭り
中止
●11 月 新橋ハイキング 計画中

堂山団地の丹羽様自宅からの撮影

新橋地区社協の 10、11 月の予定
●しんばしカフェサロン；10、11 月は未定
●気軽にサロン
；10、11 月は未定
●サロン寺子屋パソコン；10/６,13、27 9:00～11:00
11/3、10、24
●コミュニテイーしんばし；10/15、11/19 15:00～
食堂
食品配布（100 円）
子供達には無料お菓子あり
●刃物研ぎサービス
；10/20、11/17 10：00～
●カレーを食べる会
； 当面お休み
雨天中止
●新橋自習クラブ ；10/2、９、16、23 15:30～17:30
（ケアプラザ）
11/6、13、20、27
●新橋自然観察クラブ；10/3 天神の森方面観察
11/7 阿久和川の観察
●新橋ふれあい麻雀 ；10/6、26
（ケアプラザ）
11 月はお休み
●助けあいぬくもり隊 ；いつでも受付
Tel 070-3823-2789
●竹炭をつくる会 ；10/17 竹灯籠制作教室
11 月 竹炭焼き予定

