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保護司は、犯罪や非行をした人たちの立ち直のを支え、地域の犯罪予防活動をしているボランティア

です。保護観察中の人と月に数回面接をし、生活状況を見守ったり相談にのったのします。時には家族

との関係の調整をしたのすることもあります。また、刑務所や少年院に入っている人の家族等(弓1受人)

に会い、出所後の生活の見通しについての話なども聞いたりします。担当をするのは窃盗・薬物事犯な

どが多いのですが、1対1で面接をしてみるとそれぞれ素直なところがあり、特に親子関係がうまくい

潮見橋地区福祉だよの

つている家庭の少年は、ほとんど再犯をすることはありません。罪を償い、再出発しようとする人たち

保護司として

に一番大切なことは、地域で支えることがとても大切なことです。出所後の生活のために協力雇用主に

なり仕事に就くようご協力をいただき、居場所ができることで地域とつながの再犯を防ぐ、そして立ち

直りを支える・

続けていけるよう地域の皆さまの温かい見守ののご協力をお願い致します。

令 02年9月26日発行
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これが「社会を明るくする運動」につながっていきます。これからもこの運動を
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福田光代氏

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で講演会等の開催ができませんが毎年、

7月は「社会を明るくする運動」の強化月間として全国で啓発活動を行っており

罪や行を閉止し

立ち直り是支える地のチカ

ます。
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潮見橋地区福祉だより
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潮見橋地区社会福祉協議会

本町通三丁目自治会

編集委員<広報活動部>

部長:金井治

ーみんな大好き!しおみばしー

会長長谷川亮氏

内M酋堰大臣 凄、4喜・考・至

新型コロナウイルスが蔓延して私たちの生活は一変し我慢

の生活を強いられています。誰もが初めて体験する前代未聞

の出来事に、完全な防御策がない状況下で、どのように対処

すれぱ良いのか不安の毎日が続いています。

地区社協や連合、自治会などの地域活動も大きく制約され

てしまいました。人との触れ合い゛則埀・助け合いが活動の^^
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原点なのに、地区社協としてそれが出来ないのがとてもはが

ゆいです。
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コロナ禍が、私に教えてくれたことがあります。それは、

これまでの平凡な日常生活がどんなに素晴らしいことであ

つたのか、ということです。普通の生活をすることは当然の

ことで、それが当たの前だと信じて疑わず、その恩恵、有難

さに、私は胡坐をかいていました。慢心した自分を戒めて、もっと謙虚にならなけれぱ、感謝の

気持ちを持って日々を過ごさなけれぱいけないと実感しました。

世代を問わず、それぞれの立場で、何の悩み・不安もなく昼間は一生懸命に働けて夜はぐっす

のと眠れることの素晴らしさ、その日が1日も早く訪れることを願って止みません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆保護司の仕事や活動内容を聞くと、私には荷

が重く携わるのは難しいと思いましたが、何

回か話を聞くことで、私にも携われると思い

今日に至っています。実際に携わってみると

奥が深く多くの事柄を学ぴながら務めています。

これからも微力ですが、信頼される保護司とな

れるよう努力し、頑張っていきますので、よろし

くお願いいたします。

部員:橋本辰四郎、中島信之、中村美奈子、瀬下弘和、小原眞由美

一新任保護司の挨拶一

章岩本

潮田地域ケアプラザ

所長笹原一美
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4月1日に任しました。お祭りの多い、とても賑やか

な地域だといてきましたが、なかなか皆様にお会いで

きず寂しいです。人と会う機会が減ると、免疫力が低下

するといわれていますが、気疲れとさもあり体調を崩

した方の相談が増えています。ケアプラザでは長期戦に

なることを悟して、安全に人と関わるための対策を検

討しています。地域の皆様と一緒に乗り越えていきたい

と思います。ピうぞよろしくぉいいたします。
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3つの密(密閉・密集・密接)を避ける

人と人との距離の確保

マスクの着用
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「コロナ禍に思うこと」

福千

潮見橋地区社会福祉協議会は、

皆様からお預かのした賛助会費

還元金を地域の福祉活動に活用

しています。

今年度も社協賛助会へのご協力

をよろしくお願い致します。

Xちしぐおい、きす
昨年度

還元金¥495,550円
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同ウイルス感譜広大の孑・安の中、地区ネ封窃をはじめ、

申し上1ブます。人とd)1鮒Φを遅¥けることもある今こそ、

"お互いさま"の勧寺ちを大切にしたいものです。

マスク用に

ご協力ください

鶴見区福祉保傭果事業企画担当イ系長

一〒賛兵市及眺眠区d珠斤型コロナウイルス文蝶について

また、保衛斤から4つの予β方策をお知らせします。

マスクをする儔昶わ症も創夷人と三國肋田ヌれるときは外ず

2m以ヒ.(最氏lm)、人と&圏fを取る(刑末を受けない・浴ぴなし

長θ寺間、同じ空間にいない(ウイルスを吸い込古量を減ら引

人といるとぎ譜負気をする(刑末を蒸発させ矢舌させる)

市及び区ば医寮幾関等と遭隻U司ウイルス感謝広村印止にあたっています。引き続きa弼¥・ご協力をお願い致します。

櫻井イ谷劃氏

j世或のご舌勢麟売に尽力されるみなさまに感謝

「お隣に変わったチ蓑子1きないか」など、ご近i斤の

昨年度は寄兼のご協力によの例大祭・ハレード・ラジオイ本1曼など無事に終わりま

したが、10月dX本育祭は台風19号とその景答で1」学キ交力製紬万となりやむなく

中止長く続いた歴史ある行事でしたので誠に残念でした。小学キ交力龍婆即祈となの

お手伝いをしましたが、ネ刀めての纏寅でした。

そdX麦、したのやまつの・連合研1多会、年力匂月け1月末d漣合員毛司交歓会まで順

調にいきましたが、寄莱もご承知のように未矢0の/惑解聢力讐註、 3月d漣合β方災訓

練も中止棄斤年度になιク1里事会も縮小し各町会長、当番町会の会計・§籌劣で行って

いましたb 例大祭をはじめすべての1ヨ事が中止となっていますが、寄蓑くれくれも

お体に気をつけてお過ごしください。

}朝則翻也区連合会

会長谷山

潮見橋地区福ネ止だよの

本町通二丁目会

氏清治

感染症予防

0'ま手洗い◆こ輩めに手を読おう

今年に入り新型コロナウイルス感染力{広がり、含台会でも感染者を出してはいけ

ないので、鎌官の中での壬語義を自粛し、少人数で1窒員会を開崔し毎月d)1車合理事会

の報告や町内行事のE矧崔・中止判断を議論し、その§吉果を常会日に各糸目長さんに紙

ペースにし嚇緜氏・回覧板をまとめ、 3密にならないように会館百『で配布しており

ます。

民生委員の方に1よ感染させない・しないを十分にj主意しオ延来のように、高歯諸

一人住まいの見守りをしているところです。

今ヰ麦の軍営訓青臭たを見て判断しようと思っています。

~今年度、各町会の現状とこれからの活動について~

本町通一丁目自治会

会長島田仲由氏

獅子頭は神社における狛犬と同様、ネ畊蓑を守護し邪気を祓い浄めるもので、全国各地で色勺な風習が見ら

れます。神幸祭において神輿巡幸の順路及びj世或を祓い浄めるという大事な1露1もそのひとつで、神j酉折

の祭壇に獅子頭を飾る習いもあります。祭事の踊り、そして獅子語など

潮田神社除真座百年」

今年の各方面からいただく文書の中に「コロナ」や「中止」の文字をいくつ見て

きたことか。それでも細尺と町内活動を続け、掲示1勿や酉B布1勿等で、1寄尉鼎共を行っ

てきましたb

話は変わりますが、毎年「ケアプラザ」さんから職員§訟を兼ねてのPR力ード

が届きます。その中に『⑳となのさんは@いじょうぶ?』という文言力吻のます。

お互い声かけあって宝舌しましょうということです。

今日のような難局d)θ寺こそお互いの見守りが大切になってくるので1すないかと

思います。

一般的なものまで深く日本人には馴染み深いものです。

今回新調の獅子頭は神奈川県下最大の大きさになるとのことですが、

写真をこ覧の通り彫師は潮田j也t或の気風に合わせて豪快な顔付きにしたそうです。

潮田一丁目町会

会長川端イ圭成氏

令禾02年9月26日発行

新型コロナウイルス感染症広大で緊急事荒暄言力溌令されて観在は解除自治会

は3密く断飼・盛集・割却を避けるためその活動を自粛しています。(1窒員会はβ凱寺

開甫

棄折型コロナウイルス感染力陌藷忍されて半年力胆ぎても尚、先が見えない1充兄で

す。こ才功ちの活動は皆力吽莫索中で1すないでしょうか。

我力匂会でもイ主民の方尺の健康を第一に考え、自粛劣舌を続けながら一日も早い

リ又束を願っています。
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日商岩井寉親マンション自治会

会長松永忠男氏
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楽斤型コロナウイルスdy惑染をはL肋1す'甘く見ていた感力街ったが、ι勿宿力斗広大を

危倶して、緊急事見^をした後には、j也t或行事の中止や1子政咲子事も次尺と見苦

ら松脱力感を覚える始末でした。

その中で自治会として、 2月初めから『霸見d)1劇を災割寺一時遅婆即祈として、

区d)1旦当者と打ち合わせを行い、 6月25日灰馬寸会いのもと、覚書を需吉できた

こと力匂月るい出来事でした。

新型コロナウイルス感網広大の中、厳しん叫尤兄に置かれても会員・1窒員と共に

向上心・希望を持ち、前向きに歩んで行きたいと思います。

下里予谷一、二丁目自治会

会長金井治氏
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もともと小規模の自治会で、地区連合会・地区ネ封翻刀事業に乗せてもらい乍ら、

j血或イ主民d)§半をつくっています。

代表する問題点1ま 1窒員のなの手不足であります。

210世帯という極小自治会で、単身者共同住宅力努いこと、 70歳過ぎまで仕

事をπ弼長っている方が多いなど力保響しておのます。

問翻¥決を進めるたぬ区1野折等d)チ旨導を頂き、なの手d井震三しを計画したいと

思います。

下里予谷町三丁目自治会

会長永井和男氏
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