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題字は大貫芳夫

連合相談役

連合自治会は、新型コロナ感染拡大のため本年度の総
会を取りやめ、書面審査として総会資料を配布し（4/23）
原案通り承認されました。本年度は役員改選期にあたり、
下記の通り新役員が決まりました。多くの役員は留任と
なりましたが、単会自治会長交替に伴い一部の役員が新
任となりました。また、年間行事も表の通り決定しました
が、新型コロナウイルス感染状況の収束が見えないなか
では予定通り実施できないことがあるのでご了承願いま
す。
＜R4 年度連合自治会の主な役員人事＞ ※太字は新任
会長
相原重幸（新橋下会長）
副会長 藤野美知子（新橋上会長）、中野公義（堂山）
会計
焼山靖雄（原弥生台会長）、中村直美（第一住
宅副会長）
監事
荒川敏一（堂山会長）、佐藤弘子（日新会長）
総務
原一男（新橋西会長）
理事
津吹明宏（新橋中会長）
、近藤チカ子（第一住
宅会長）、大友由子（第二住宅会長）
（以下所属自治会は省略）
副総務 木村潔、横田光邦、平尾芳久、河合留実子、
船出郁子、大江儀次
広報部長 伊東崇、青少年部長 青木日出夫
文化体育部長 山浦新司、 防災部長 越水宏文
防犯部長 宮藤涼一 、女性部長 吉田百合江
交通部長 岩崎正造 、家庭防災部長 神崎裕子
保健活動推進部長 鳥羽茂、福祉部長 小林のぶ子
環境推進部長 浜正行、シニアクラブ代表 木下次男
地区社協会長 舩越みさ子、同副会長 朝田満明
同事務局 足立伊千雄、民生委員代表 舩越みさ子

新橋連合自治会・新橋地区社会福祉協議会
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発行責任者 相原重幸・舩越みさ子
編集 連合広報部・地区社協広報部

防犯指導員 佐藤輝雄）、防災拠点運営委員長 野垣博文
理事兼副総務
勇元政人、赤坂早苗、山口国夫、佐藤博子、牧幸宏
松永美和、倉澤由佳合
R4 年度連合自治会の主な行事予定
月
4月
5月
6月
7月

8月

連合自治会行事予定

泉区・その他の行事

●連合自治会総会（書面審査）

・小・中学校入学式

●地区社協総会

・日赤社資募金

●新橋ハイキング（29日）

・軽スポーツ大会

●第1回夏祭り実行委員会
●第2回夏祭り実行委員会

・新橋コミハ・ミニ縁日

●第3回夏祭り実行委員会

・ぴぐれっと祭り

●連合夏祭り（6日）

・地区社協賛助会費募金

●防犯推進大会パトロール

10月

●敬老のつどい（18日）
●新橋連合運動会（23日）

・五霊社・神明社祭り

●新橋ペタンク大会

・共同募金
・せんじゅまつり
・新橋小運動会

11月

●新橋アッテ祭り（13日）

・泉区民ふれあい祭り

12月

・年末年始特別警戒
・新橋コミハありがとう祭
り

1月

●新春のつどい

・泉区新年賀詞交歓会
・泉区消防出初め式

2月
3月

・泉区防犯研修会
●連合合同防犯拠点訓練

・小・中学校卒業式
・神明台のつどい

※新型コロナウイルス感染状況によっては大幅に変
更になることがあります

「自治会探訪」シリーズは、今回をもって新橋連合全９
自治会の紹介が終了しました。紹介文には各自治会の特
徴や取り組みがとても分かりやすく紹介されており、各
自治会の個性が出ていたと思います。執筆にご協力頂い
た自治会長はじめ関係者の皆様には心から感謝申し上げ
ます。
さて、次回からは新たに「新橋の名所・穴場探訪」シ
リーズを掲載する予定です。新シリーズは、新橋地区に
ある名所・旧跡やちょっとした景観地など、散歩すると
きに立ち寄りたくなる穴場などをシリーズで紹介してい
きます。是非ご期待ください。

新 橋 地 区 社 協 の 役 員 人 事 と 年 間 事 業 計 画 が決 定
新橋地区社会福祉協議会（以下地区社協）は、5 月 8 日
書面審査による総会を開催し、R３年度活動報告、R4 年
度事業計画が原案通り承認されました。合わせて本年度
の新役員が決定されました。

・泉区民文化祭
●防犯推進大会年末パトロール

地域に開かれた自治会として、皆様に喜んでいただけ
るようにと、自治会独自の行動三指針を決めています。
①笑顔の挨拶で明るい団地
②近隣を大切に、広く、大きな心で皆と仲良く
③地域貢献活動には積極的に参加
この三指針をお互いに確認し合いながら一人ひとりがで
きることをやっていこうとしています。
コロナの今は、毎月の役員による定例会、毎週金曜日の
防犯パトロール、
そして環境整備にあたっては皆で年 4 回
の公園、自治会内の清
掃、また壮年有志により
草刈り隊を結成し、時事
折々木枝の剪定、伐採、
草刈り清掃を行ってい
ます。皆様が安心して笑
顔溢れる地域へと、今後
も新橋第二住宅自治会
は更なる絆を深めていき
集会所内のふれ愛ミニ図
たいと思います。
書館とブックカフェ

団地内のメイン通路は坂道

●敬老のつどい最終確認
9月

新橋第二住宅自治会は、天神の森公園に隣接し、近くに
は横浜市認定歴史建造物長屋門、また自治会内にも新橋
第一公園があり緑多き自然豊かな地にあります。
森の住民である小鳥たち（ウグイス、シジュウカラ、ヒ
ヨドリ）は、四季折々にその賑やかな歌声を届けてくれま
す。平成 5 年に着工され、３階建て４棟 81 世帯と連合の
中では最も小さな自治会です。斜面地に建設されたため
住宅敷地内のメイン通路は坂道で、日々の買い物、ゴミ出
しなど特に高齢な方は難儀しているという一面もありま
す。少子高齢化が進み、自治会内に子供達の声を聞くたび
になんだかほっとし、嬉しい気分になります。コロナ以前
に自治会集会所内の一角に「ふれ愛ミニ図書館」を開設し
ました。蔵書も利用者も今は
少ないけど、コロナが収束し
たら沢山の本に囲まれて「ブ
ックカフェ」を開催、皆でコ
ーヒー、お茶を飲みながらワ
イワイガヤガヤ楽しい交流
の場にしていきたいと思い
ます。

また、事務局でも知らない穴場などがありましたら是非
情報をご提供ください。以下のアドレスにご投稿下さい。
メールアドレス：shinbashi.koho2022@gmail.com

＜新橋地区社協の主な役員人事＞ ※太字は新任
顧問
大貫芳夫
相談役
丹羽猛
会長
舩越みさ子
副会長（生涯学習支援部長兼任） 朝田満明
事務局長
足立伊千雄
会計
渡辺登美子
広報部長
伊東崇
高齢者福祉部長 小池節子
同副部長
大竹孝子、小林のぶ子、小谷恵子
青少年育成部長 船田郁子 同副部長 鈴木裕子
子育て支援部長 横内幸枝 同副部長 藤巻美代子
ボランテイア支援部長 横田こずえ
生涯学習支援副部長
岩永みず代、大江儀次
理事（新任のみ）
西尾琢郎（新橋小学校長）
、穂口弘之（緑園義務教育
学校）、相澤順（岡津中学校長）、窪田智明（いずみ野中学
校長）、その他理事には連合自治会役員、地区内福祉施設、
幼稚園・保育園代表の皆さんが留任となっています。

＜新橋地区社協の R4 年度事業計画＞
NO

事 業 名

1 しんばしカフェサロン
2 しんばし子育てサロン
3 気軽にサロン

場 所
連合会館２F
〃１F
〃２F

実 施 日

内

容

毎月第1金曜日

地域の方の集いの場。軽い運動や

9：30～11：00

ゲームを楽しみます。参加費50円

毎月第1金曜日

未就園児親子の交流の場です。

10：00～11：00

参加費50円

毎月第3水曜日

育児中のお母さんとお子さんが集

10：00～11：30

まって楽しい時間を過ごします。
参加費50円

4 ふれあい寺子屋パソコン

〃２F

5 コミュニテイーしんばし 連合会館
食堂

毎月第１,２,４水曜日 パソコン教室を通じての交流の場で

9：00～11：00

す

毎月第3金曜日

食品配布（100円）無くなり次第終

15：00～17：00

了。子供達には無料お菓子あり

毎月第3水曜日

おうちにある刃物無料で砥ぎます

10：00～11：00

雨天中止

6 刃物研ぎサービス

連合会館

7 新橋自習クラブ

新橋ケアプラザ 毎週土曜日

小中学生の学習支援、無料

15：30～17：30
8 新橋自然観察クラブ

毎月第1日曜日

新橋地区内の自然観察を通じて、仲

9：00～

間を増やします

9 新橋ホームふれあい麻雀 新橋ケアプラザ 毎月第2、4木曜日 高齢者中心の親睦麻雀、頭の体操に
10 助け合いぬくもり隊

12：30～

いかがですか。

通年受付

草取り、庭木の剪定、家具移動など
高齢者の困りごとなんでも受付

11 竹炭をつくる会
12 ぴんころラジオ体操

長屋門裏山

５～6回/月

郵便局横広場

開催はHPでお知ら やす大人の遊び場です。
毎月第1.3火曜日 地域住民の健康増進のためにラジオ

（新規事業）

竹炭焼きや竹細工を通じて仲間を増

10：00～

体操を始めました

13 児童文化教室（座禅会） 観音禅寺

8月実施

座禅体験です。

14 一人暮らし高齢者食事会 連合会館

2回/年 6月,12月 一人暮らしの高齢者に食事をご招待

