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新橋地区社会福祉協議会会長 舩越みさ子

あけましておめでとうございます。
新橋連合自治会の皆様におかれまし
ては、平素より自治会活動にご支援、
ご協力を賜り心より厚く御礼申し上
げます。今まで当たり前に行ってま
いりました運動会、夏祭り、アッテ
祭り等々のイベントが思うようにで
きないまま 2 年間が過ぎてしまいま
した。定例会などの会議さえ少人数、
短時間で行ってまいりました。そんな中でも、いつ起こる
か予想できない災害にたいしての備えは大切です。各単
会による「町の防災組織」を強化し、連合の「防災拠点運
営委員会」と連携してまいります。
この時期にこれからのあるべき連合自治会を皆で考え、
「安全・安心・ぬくもりのある町 しんばし」を目指して
まいりたいと思います。
最近はどこの地域でも高齢化が進んでおります。これ
からの充実した自治会活動には若い方のお力が必要です。
出来ることをできる範囲でご参加・ご協力頂ければ幸い
です。まだまだ先の見えない状況ではありますが、本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。
皆様が新しい年を迎えられましたこ
とを心よりお慶び申し上げます。ま
た、賛助会費へのご協力を頂きまし
て感謝申し上げます。
コロナ禍の 2 年が過ぎ、また新し
いタイプのコロナ感染防止に注意し
ながら、新橋地区社会福祉協議会の
活動も少しずつ再開させています。
第 4 期新橋地区福祉保健計画を実践するため、昨年 11
月から「しんばしカフェサロン」
（毎月第 1 金曜日）を再
開しました。1 階は地域の方のサロンで、健康づくりのた
め握力、足指力測定や体操、脳トレ、ゲームなどで楽しん
でいます。２階は以前から行っている親子のサロンです。
どなたでもご参加いただけます。会場は新橋連合自治会
館です。
「カレーを食べる会」や「コミュニテーしんばし
食堂」
、
「一人暮らし高齢者食事会」など飲食を伴う活動は、
コロナ感染防止のため中止していますが、
「コミュニテー
しんばし食堂」
（毎月第３金曜日）は活動を変更して食料
品やお菓子、飲み物などを配布しています。どうぞご利用
下さい。活動についてご意見やご提案をお聞かせ下さる
と幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

昨年８～9 月に、新橋連合自治会ご協力のもとに行われ
た令和 3 年度社会福祉協議会賛助会費募集の集計結果が
まとまりましたのでご報告いたします。毎年多くの自治
[ここに出典を記載します。]
会員の皆様から多額の寄付を寄せられていますが、本年
度も総額 789,700 円の寄付が集まりました。相原連合自
治会会長、舩越地区社協会長をはじめ役員一同、皆様のご
厚意とご理解に大変感謝しております。この貴重な賛助
会費はコミュニテイーしんばし食堂や子育てサロン、

しんばしカフェサロンなど地域住民のための様々な健康
づくりや生きがい活動に大切に活用させて頂きます。本
当にありがとうございました。

令和3年度社会福祉協議会賛助会費実績
自治会名

世帯数

目標額（円） 実績額（円）

新橋西自治会

155

11,000

62,100

新橋上自治会

580

43,000

187,000

新橋中自治会

475

35,000

185,000

新橋下自治会

620

46,000

224,000

堂山団地自治会

222

16,000

87,000

日新団地自治会

78

5,000

8,000

原弥生台自治会

180

13,000

21,000

新橋第一住宅自治会

94

7,000

10,000

新橋第二住宅自治会

73

5,000

5,000

2477

181,000

789,700

合 計

―深 川 泉 区 長 より表 彰 状 授 与
新橋地区社協の舩越会長が、このたび民生委員の長年
の功績が認められ厚生労働大臣より表彰状を授与されま
した。1 月 21 日、新橋連合自治会館にて深川泉区長より
直接表彰状を手渡されました。舩越会長は 20 年以上にわ
たり民生委員を歴任し、その民生活動や社会福祉事業へ
の貢献が高く評価され、横浜市より推薦を受けて受賞と
なりました。令和 3 年度で大
臣表彰を受けたのは、横浜市
で僅か 2 名とのことで、大変
名誉なことです。また、現在も
新橋地区社協会長として地域
住民の福祉や生きがい活動、
健やかな町づくりのリーダー
的存在であり、今後も益々の
ご活躍が期待されます。
深川泉区長と舩越会長

2022 年最初の行事として神明社の初詣に参加しました。
例年であれば大晦日の 23：30 頃より大払式が始まり、神
主様の祝詞を受け、茅の輪をくぐり１年（実際は 6,12 月
実施）の罪や穢れを清めます。多くの初詣客が境内に集い、
氏子役員の皆さんが用意してくれた年越しそばと甘酒を
頂きながら新年を迎えます。しかし、今年は一昨年から始
まった新型コロナ感染拡大のため 2 年連続で大払式（役
員のみで実施）はもとより、年越しそば、甘酒もなく静か
なスタートとなりました。それでも新年を迎えるために
20 人程の初詣客が並び、
零時とともに茅の輪をく
ぐって参拝が行われまし
た。新型コロナウイルス
感染拡大が再び猛威を振
るい始め不安な状況にな
ってきましたが、本年が
昨年よりも良い年になる
ことを祈ってやみませ
神明神社の初詣風景
ん。

新橋連合・地区社協の２，３月の行事予定
昨年 10 月に、第 5 波新型コロナウイルス感染拡大がよう
やく収束に向かい、明るい兆しが見え始めた矢先、新年度
早々さらに感染力の強いオミクロン変異株のコロナウイ
ルスが猛威を振るい始め、社会や経済活動を不安に陥れ
ています。重症化率はデルタ株に比べて低いと言われて
いますが、感染率は数倍強く、経済や社会イ
ン フ
ラの維持が困難になる危険があります。
私達は、気を緩めることなく、感染防止
に努めなければなりません。3 蜜を避
け、マスク着用、手洗い励行に努めまし
ょう。

地域バス運行実現を目的に活動中の新橋バスを走らせ
る会は、地域ワゴン型バスの名称を「アッテ号」にするこ
とにしました。この名称には①移動手段の提供により、困
っている人を地域で支えアッテ、②ルート選定では多く
の方が少しでも便利になるよう理解しアッテ、③健康の
ため外出機会を増やそうと誘いアッテ、という思いを込
めています。目下実証運行に向け、昨年 11 月実施の「需
要予測アンケート」の集計・分析
評価を行っている状況です。
なお、バスのデザインを小学生
対象に、自治会等の回覧により 2
月に募集する予定です。

＜新橋連合＞ 場所：連合自治会館
●定例理事会（代表理事会）：2/26、3/26 18：30～
●防災拠点訓練；3/6 中止
＜新橋地区社協＞ 場所：連合自治会館
●しんばしカフェサロン（１F）；2 月中止、3/4 未定
＆子育てサロン（２F）
参加費 50 円
●気軽にサロン；2 月中止、3/16 未定 10：00～11：30
●サロン寺子屋パソコン；2/2、9、 3/2、9、23
9：00～11：00
●コミュニテイー ；2/18、3/18 15：00～17：00
しんばし食堂 食品配布（100 円）無くなり次第終了
子供達には無料お菓子あり
●刃物研ぎサービス；2 月休み、3/16 10：00～11：00
●カレーを食べる会 ；未定
●新橋自習クラブ ；2/5,12,19,26 3/5,12,19,26
（場所：ケアプラザ） 15：30～17：30
●新橋自然観察クラブ；2/6 新橋市民の森観察
3/6 天神の森観察
●新橋ホームふれあい麻雀；2/9,23 3/9,23
（場所：ケアプラザ）
水曜日に変更
●助けあいぬくもり隊 ；困りごといつでも受付
Tel 070-3823-2789
●竹炭をつくる会
；３月竹炭焼き予定
※ 新型コロナ感染拡大の為変更可能性あります。
◎ 連合自治会からのお知らせ
令和 4 年度、各単会の会長、副会長、各部長が決まりま
したら、連合副総務の横田さんまでご連絡ください
Fax045-814-5229 mail; zephyrus@mwe.biglobe.ne.jp

