
 

各事業の歴史と現況 
（第一世代から引き継いだ事業を含む） 

Ⅰ、高齢者福祉部 

 

「泉寿荘での合同食事会」 平成 2年～6年 

昭和 50年「中川地区福祉風土づくり推進委員会」が設立され、新橋地区からも福祉部より 10

名程が会員となった。福祉施設への慰問をしたり、風土づくりの研修等を受けた。昭和 61年戸

塚区から分かれ泉区が誕生、同年中川連合町内会から分かれて新橋連合自治会が発足。平成元

年泉寿荘が開所されると、平成 2 年から「一人暮らし高齢者の合同食事会」が始まった。年 2

回の開催だったが新橋からの参加は少なかったので、平成 6 年新橋町内会館ができたのを機に

終了。 

 

「一人暮らし高齢者食事会」 平成 6年スタート 

平成 6年新橋町内会館にて始まった。年 2回（春・秋）開催。一人暮らし 70歳以上の方を対

象。作り手は民生委員児童委員と連合福祉部で季節の食材を調理し提供。毎回 60 食位を作り、

その都度企画した催しなどで楽しいひと時を過ごしていただいている。 

 

「一人暮らし高齢者友愛訪問配食」 平成 8年～18年 

平成 8年 7月から毎月 25日、「寿弁当」の注文弁当を利用して始まった（年 2回一人暮らし高

齢者食事会開催月は除く）。希望される方のみに民生委員児童委員が配食。安否の確認や相談に

も応じた。平成 18年「寿弁当」が閉店のため終了。 

 

Ⅱ、青少年育成部 

 

「児童文化教室」 平成 18年スタート 

平成 17 年度の組織改革により創設した。それまで、連合の事業として行われてきた「子ども

会書道展」および「児童文化教室（小長井副部長担当）」を受け継ぎ、活動の柱とした。その後、

平成 24 年より坐禅会を始めた。観音禅寺のご協力のもと、小学生を対象に夏休み中に開催して

いる。 

 

「ジュニアボランティア新橋」 平成 24年度スタート 

「アッテ祭り」や、「泉区親と子のコンサート」などのイベントの手伝いを通して地域活動体

験をしてもらい、将来の担い手となるよう育成するために平成 24年から活動を開始した。 

 

「新橋自習クラブ（無料塾）」 平成 29年 5月 開塾 

小中学生に自習の機会を提供することを目的として、新橋地域ケアプラザの一室を借用して

開塾した。生徒・講師共に自由参加で、生徒の疑問にボランティアが答える質疑応答方式で学

習している。 
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Ⅲ、子育て支援部 

 

「子育て支援活動『みんなの広場』」 平成 10年～19年度 

 新橋小学校の学校開放を利用し、体育館を小中学生が自由に遊ぶ場として利用し、平成 10年

から毎月第２金曜日の夜 7:00～9:00まで実施した。小学生は親に送迎してもらったが、ほとん

どの親は最後まで見守っていた。平成 19年中学生の指導が困難となり小学校に迷惑をかけては

いけないと思い、終了した。 

 

「講談社全国訪問おはなし隊」 平成 13年スタート 

講談社 90 周年記念事業として始めた事業に応募し、第２回の平成 13 年から、概ね２年に１

度実施している。キャラバンカー（トラック）に 550冊以上の絵本を載せてきて、「おはなし会

（絵本の読み聞かせと紙芝居）」とキャラバンカーの絵本の自由閲覧を組み合わせている。 

 

「世代ふれあいサロンしんばし」 平成 15年 3月スタート 

子育て中のお母さん方から、「ゆっくりコーヒーを飲むことが出来ない。」という声があり、

また、おじいちゃん、おばあちゃんとの触れ合いも大切だと思い、世代を超えてふれあえるサ

ロンとして、平成 15年度に開始した。要望にお応えして、コーヒー、紅茶、お菓子、果物を提

供している。また、竹ノ内省吾さんと丹羽 猛さんのハーモニカ演奏による合唱も幼児たちに喜

ばれている。ハーモニカの音色が幼児に受けている。 

 

「気軽にサロン」 平成 19年 4月 18日スタート 

「世代ふれあいサロンしんばし」の利用者が多く、回数を増やしてはとの事で、場所（連合

会館）と、おもちゃ等を提供し、気軽に過ごしていただけるサロンとして、平成 19 年度に第 1

期地域福祉保健計画の活動として開始した。また、竹ノ内省吾さんと丹羽猛さんのハーモニカ

演奏による合唱は子どもたちに喜ばれている。 

 

「コミュニティしんばし食堂」 平成 28年 8月スタート 

    いろいろな事情で一人で食事をする子どもや高齢者を対象に「夕食をみんなで食べよう」、「夕

方に子どもが安心して過ごせる場所がほしい」と考え、平成 28年度より開始した。受付時間を

15：30～とし、夕食は 17：00～、その間、子どもたちは自由に話したり、遊んだり、憩いの場、

集いの場として楽しんでいる。また、小中学生には学習支援もしている。 

 

Ⅳ、ボランティア支援部 

 

「社会福祉法人ぴぐれっと支援活動」 平成 6年 4月スタート 

   平成 4年に開所されて昼食作りの支援要請があり、6年 4月より開始。毎週金曜日 2～3名参

加。施設の増員に伴い、現在は月 2 回で 6～7 名参加。昼食作りの他に各種イベントにも参加。

施設側も新橋連合自治会の催しには協力があり、お互いに助け合っている。 
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「ＮＲＳ支え合い連絡会（中川・緑園・新橋地区）」 平成 8年～18年 

  平成 8年新橋ホームを事務局として、発足した。平成 16年度末に各地区に分割して「新橋お

助けクラブ」となったが、活動は活発ではなく、平成 18年終了した。その後 29年に活動を始

めた「助けあいぬくもり隊」に引き継がれることになった。  

 

「さくら会支援」 平成 8年 9月スタート            

平成 8年に泉区役所の事業として、中川、緑園、新橋地区の中途障がい者を対象に、リハビ

リ教室が始まった。会場が中川地区センターだったため、地区社協に送迎について協力要請が

あり、送迎ボランティアの募集とコーディネートをするようになった。 

平成 22 年にコーディネーターが変わり、ボランティアとの調整が難しくなったこととさく

ら会利用者が減少したため、送迎を中止した。 

平成 23年からはさくら会への助成金支援を継続している。 

 

「おもちゃ病院新橋」 平成 18年 12月 1日～平成 22年 

区域で活動していたボランティアグループ「おもちゃ病院ドクトルベアーズ」が「世代ふれ

あいサロンしんばし」の 1 コーナーで開催した。平成 23 年から会場を新橋コミュニティハウ

スに変更した。 

 

「刃物研ぎサービス」 平成 20年 6月スタート 

高齢の女性から、包丁の研ぎ手がいなくなり困っているという声があり、それに応えて無料

で研ぐサービスを始めた。包丁以外にも、ハサミ、鎌などの持ち込みもある。月に 1回、年間

約 8回行っている。道具類はボランティア持ちである。 

 

「カレーを食べる会」 平成 21年 6月スタート 

毎月第 3（水）は「刃物研ぎ」、「気軽にサロン」がすでに始まっていた。親子連れ・高齢の

方・一人暮らしの方・その日のボランティアさんに同時参加を願って発足。朝９時より調理開

始、食材は全て国産を使用。一皿 100円。 

 

「フリースペースいずみ活動支援」 平成 14年（平成 23年）スタート 

平成 14年 10月から泉区子ども家庭支援課が不登校児で悩む「保護者の懇談会」を立ち上げ、

区域で実施した。15年 9月から子どもの居場所として「フリースペースいずみ」が活動開始。

（この時のスタッフは区域での主任児童委員、民生委員児童委員） 

23年、保護者の懇談会が区事業の見直しにより打ち切りとなったため、引き継ぐことにした。 

しかし、予算がなかったため、新橋地区社協と上飯田地区社協が助成金支援している。 

 

「助けあいぬくもり隊」  平成 29年 9月 30日スタート 

「助けあい・支え合いの関係」をめざして高齢者・障がい者・子育て中の困っている方々を

対象に支援していただけるボランティアを募集して平成 17年 10月末から活動を開始した。 
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Ⅴ、生涯学習支援部 

 

「ふれあいサロン寺子屋パソコン」 平成 18年 4月 11日スタート 

新橋地区社協役員から、会計や名簿管理や種々の書類作成などで、パソコンを学習したいとい

う声があり、windows、word、excelなどの基礎の勉強会としてスタートした。 

その後写真の取り扱いや年賀状作りなど、趣味の領域が広がり、平成 19 年 3 月からは新橋連

合自治会館 2階（教室）でのインターネットへの接続を可能にした。 

 

「新橋自然観察クラブ」 平成 20年 10月スタート 

新橋の自然を観察しながら、地域で活動できる仲間作りを目的としてスタートした。活動は幅

広く、「カワセミと春の七草をさがそう」から開始した自然観察、「阿久和川の水質と生きもの調

査」、「新橋の昔を語ろう知ろう!!」、などに加え、「新橋市民の森」平成 27 年 1 月の開園に向け

て原弥生台自治会、森を守る会と協働し、開園後は愛護会に参画し、草刈り・清掃もしている。 

また、平成 28 年 6 月からは倉川 典夫先生（泉区和泉町）の作成「新橋の歴史と自然 16 年 4

月」を教材として活動している。 

  

「竹炭をつくる会」 平成 27年 4月 23日スタート 

地域おこしとして地域に豊富にある竹材で、炭を焼こうという企画は、地域福祉保健計画の

第 1 期に提案されたが、場所・材料・機材などハードルが高く実現に至らなかった。長屋門の

中丸家から、裏山の竹林の場所と竹材の提供があり、有志を募り手製のドラム缶炭焼き窯を作

り、試行錯誤で焼き始めた。焼きあがった竹炭は、地域でのいろいろなイベントに無料で提供

し感謝されている。最近は竹炭を使ったアート作品も進めている。 

 

「新橋ホームふれあい麻雀」 平成 29年 7月 3日スタート 

下自治会の川島恒夫さんから、武蔵小杉で廃業する麻雀荘から自動卓２台の入手が可能との情

報連絡があった。かねてより、新橋ホームの石原所長から会議室利用のご提案を受けていたこと

もあって、麻雀に利用することを許可していただけた。最終的には自動卓 4台の提供を受け、ゲ

ームを楽しむコースのほかに、丹羽 猛さんから提供をうけた麻雀牌と手積み卓 1 台を加えた初

心者コースを作り、平成 29 年 7 月から活動を開始した。各地で盛んに行われている、いわゆる

「健康麻雀」である。平成 29年末、会員登録者は 65人。 
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Ⅵ、広報部 

  

それまで広報活動は積極的には行われてこなかったが、平成 16 年 9 月、広報紙「新橋社協だ

より」第 1号が、B4判片面モノクロで創刊された。以降隔月に発行を続けた。 

平成 17 年度、広報部が創設され、広報紙の発行を主とする広報活動を開始した。一方で、そ

れまで休刊していた「新橋連合だより」が平成 19年 2月にモノクロ版で復刊し、「新橋社協だよ

り」と毎月交互に発行するようになった。平成 20 年 5 月の「新橋連合だより」からカラー版に

した。 

「新橋社協だより」は平成 26年 3月、第 59号をもって廃刊とし、平成 26年 4月、新橋連合

自治会発行の「新橋連合だより」と統合して、新たに「新橋だより」として隔月発行となった。 

他には、泉区社協ホームページの、各地イベント情報に投稿を続けている。 

この他に、新橋地区社協として、「泉区福祉大会展示パネル」、「元気の出る町いずみ」、「広報

よこはま」、「タウンニュース」等への原稿提供活動を行っている。 

 

Ⅶ、民生委員児童委員 

 

年間を通し、子どもや子育てに関する支援や一人暮らし高齢者の見守りと支援、地域の人々の

安全・安心のため、関係機関（区役所や社会福祉施設等）と連携し、支援の「つなぎ役」として

活動している。 

 

「共同募金活動と社会を明るくする運動」 

泉区社会福祉協議会の要請により、民生委員児童委員、泉保護司会と更生保護女性会で、新

橋地区は毎年 10月初旬に弥生台駅前と緑園都市駅前の 2か所で「日赤共同募金」の街頭募金活

動をしている。「社会を明るくする運動」では緑園都市駅前で街頭啓発活動と年 1回「泉区集会」

に参加している。 

また、「新橋大運動会」（平成 29 年「新橋連合自治会運動会」に名称変更）と「アッテ祭り」

の行事でも募金活動をしている。 

 

「ふれあい世代交流―技能伝承遊び」 平成７年～20年 

民生委員児童委員を中心に新橋小学校体育館で地域の小学生対象に藁細工、お手玉、ビー玉

遊び、折り紙などで遊んだ。しかし、平成 14年から小学 3年生を対象に総合学習の時間（ユリ

ノキタイム）に「昔体験」授業をシニアクラブの協力で実施しているため、この事業を中止し

た。 

 

「小学生授業支援」 平成 14年スタート 

 老人クラブ（後にシニアクラブと改称）の方々に協力していただいて、新橋小学校３年生「昔

体験」授業を支援している。内容は凧揚げ、割り箸鉄砲作り、火起こし体験、ぶんぶんコマや

お手玉つくり、すいとん作り。授業後は指導した高齢者も小学生と給食をいただきながら、交

流会をしている。給食を経験したことのない方もいて、好評だ。 
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「学校との関わり」 

 新橋小学校、緑園西小学校、いずみ野中学校、岡津中学校の 4 校の児童、生徒の地域生活、

学校生活の見守りと行事、会議に参加協力（入学式、卒業式、運動会、文化祭、昔遊び体験、

もちつき、青少年の居場所づくり等）をしている。 

 

「ふれあいザいずみ軽スポーツ大会」 

主任児童委員は福祉施設等の利用者の方々と中学生、高校生がスポーツを通して、ふれあいが

出来るようにコーディネートしている。 

 

「地区社協の事業以外に実施している業務」 

☆新橋連合自治会および共催行事への参加協力 

  新春のつどい、運動会、夏祭り、意見交換会、敬老のつどい、アッテ祭り等 

☆有志によるボランティア活動 

 7月 新橋コミュニティハウス主催の「ミニ縁日」で焼きそば作り 

11月 「区民ふれあいまつり」でキーマカレー作り 

12月 新橋地域ケアプラザと新橋コミュニティハウス共催の「ありがとうまつり」で 

焼きそば作りと餅つき 

  3月 「神明台のつどい」で焼きそば作り 

 

 Ⅷ、全 体 

 

「新橋地区社協主催研修（セミナー開催）」 平成７年 7月 8日スタート 

平成 7年から「高齢者保健福祉セミナー」を開催した。牧初代会長はご自分で調べたことや

榎本 忠二副会長が社会福祉事業の先進地域であった広島・福岡・長崎の現地調査した内容を

資料にまとめられて自ら講師となり、「老人ホームについて－特別養護老人ホーム、有料老人

ホーム、介護老人保健施設とは－」とか「介護保険について」など、分かりやすく話された。

この研修は第 1 期地域福祉保健計画が始まった平成 15 年で終了した。研修としては他にも毎

年、市社協研修や、区社協全体研修などに参加している。 

地区社協としては平成 7年には、「サンライズ箱根」施設見学を行なった。また、平成 26年

「ゆうゆうの里（湯河原の有料老人ホーム）」27 年「杜の郷、杜の郷子ども家庭支援センター

（泉区の養護施設）」28 年「富岳の園（御殿場の知的障がい者施設）」29 年「山梨県立あさひ

ワークホーム（韮崎の障がい者支援施設）」の見学をした。 
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「街ぐるみ健康体操教室（と歌の会）」 平成 17年～22年 

平成 17 年、新橋連合自治会と地区社協との合同作業による第 1 期地域福祉保健計画がスター

トした。この時の最初の企画が「健康体操教室と歌の会」であった。講師には、横山 美智子さ

んがボランティアで参加し、保健活動推進員の協力を得て、週に 2 回、毎回約 40 名の参加があ

った。資材として行政より個人用マットとＣＤ/ＭＤデッキの支給を受け、音楽に乗っての軽快

な体操の後、ハーモニカ伴奏で童謡・唱歌などを歌った。 

周辺施設での類似の教室の開催も増えてきたので、第 1 期終了を追うように平成 22 年、6 年

間の活動を終えた。 

 

 Ⅸ、連合との共催事業 

   

「新橋アッテ祭り」 平成 6年 12月スタート 翌年から 11月開催に変更 

 泉区内各地で行われているいわゆる「ふれあい祭り」の先駆けとなった「新橋アッテ祭り」

は、当時会計であった小長井 宏之さんの強い意気込みで平成 6年 12月に新橋小学校の体育館

と隣接する「泉新橋公園」で「誘いアッテお出で下さい」の呼びかけで、第 1回が開催された。

2回目からは新橋連合自治会と共催にして毎年 11月に組織的に開催され、年々盛況となり平成

29年は第 24回を迎えた。また阿久和川の改修工事・整備によって「ふれあいのまほろば」が完

成した平成 13年に現在の場所へ移動した。また、平成 18年（新橋連合自治会 20周年）から「誘

いアッテ、知りアッテ・触れアッテ・理解しアッテ・助けアッテ」の「5つのアッテ」の言葉を

使うようになった。 

 

「敬老のつどい」 

 各自治会が行ってきた敬老の日の催しを昭和 61年から新橋連合自治会の行事として行うこと

になり、平成７年から新橋連合自治会と新橋地区社協の共催で「敬老のつどい」を開催してい

る。以前は神奈川県や横浜市から、77 歳（喜寿）や 88 歳（米寿）のお祝金が配られていたが、

廃止されたので、現在は新橋連合自治会から 88歳（米寿）のお祝金と、新橋地区社協からは結

婚 50周年（金婚）のご夫妻に記念品を贈っている。 

 「敬老のつどい」は式典の後、宮古太鼓の演奏、小学生の合唱やバトンダンス、小学生によ

るミュージカル、日本舞踊や歌などの余興が披露され、参加の皆さんに大変喜ばれている。 

 平成 28年は会場である新橋小学校体育館の耐震建て替え工事と重なり、お祝品、記念品のお

届けのみで「つどい」は中止した。平成 28年までは対象者を 70歳以上の高齢者としていたが、

平成 29年からは 75歳以上の高齢者と年齢を引き上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

－１４－ 


