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令和４年度 地区社会福祉協議会総会 が開催されました
４月３０日(土)、本郷第三地区社会福祉協議会の総会が開催され、

賛成多数で承認されました。

１．福祉団体助成（５福祉団体、５サロン、支えあいネットワーク(NW)）

２．敬老事業
第 1９回慶寿会はコロナ感染拡大により中止

振替え事業として、自治会町内会敬老事業補助金増額を実行
３．支えあいネットワーク（５分科会)

第４期地域福祉保健計画に向け町内会自治会アンケート
を基に課題抽出と議論を重ね、第４期計画を作成

・高齢者等：よりそい通信発行 ・広報：「本三みらい」発行
・災害時：災害ハザードマップについての勉強会を開催

・子育て：子どもの居場所アンケート実施と展開方法を検討
・ボランティア：社会モデルの研修会開催（高齢者等と共催）

４．地区社協：役員会、総会、買物支援検討し２ヶ所で活動開始
５．区社会福祉協議会関連：

フードパントリー２回実施、区福祉大会、赤い羽根募金活動
６．地区連合関連：合同防災訓練とふれあいスポーツまつり中止

１．福祉団体助成（５福祉団体、5 サロン、支えあい NW）

２．敬老事業 5．区社会福祉協議会との連携
第 20 回慶寿会、自治会町内会敬老事業助成 6．地区連合との連携：事業への参加・協力

３．支えあいネットワーク（5 分科会）
４．地区社協：役員会、総会、研修会

買物支援検討委員会開催、賛助会費協力依頼

令和４年度の自治会・町内会の

会長をご紹介します。

地域の皆様と共に、暮らしやすい

より良い町づくりを目指します。

令和４年度 自治会・町内会の会長紹介

令和 4 年度事業計画

鍛冶ヶ谷町内会
小野会長

元大橋町内会
豊田会長

中野町内会
長島会長

若竹町内会

綿引会長

ローレルスクエア
港南台自治会
和田会長

若竹山手町会

石塚会長

本郷富士見ヶ丘
自治会

榎本会長

港南台プリンス
ハイツ自治会
松田会長

ラーバン港南台
自治会

後藤会長

各地域で行われた行事の紹介

連合町内会
山田会長

事業費 745,000 慶寿会・敬老助成

調査・研究費 35,000 研修会謝礼等

事務費 180,000 役員活動・印刷費

会議費 30,000 印刷代・事務用品他

渉外費 55,000 夏祭り等

広報費 55,000 本三みらい発行費

助成金 340,000 ５福祉団体、5 サロン

会費等 8,000 区社協会費等

予備費 20,000

次年度繰越金 466,735

合計 1,934,735

前年度繰越金 615,085

助成金
120,000 区社協助成金

50,000 市社協助成金

独自協賛会費 238,000

その他助成金 140,000 連合・民児協・保活

寄付金・その他 75,500 ご祝儀、他

地区社協独自会費 696,150 4,641 世帯×150 円

合  計 1,934,735

≪収入≫ 令和 4 年度予算

≪支出≫

本郷第三地区
支えあいネットワーク

ホームページ

https://

honsan-

net.com

本 郷 第三 地区 とは以下の 9 町内会・ 自 治会が属 する地 域です。（あい うえお 順 ）
・鍛冶ヶ 谷町内 会    ・ 港南台 プ リンスハ イツ自 治会  ・中 野町内 会
・本郷富 士見ヶ 丘自治 会 ・ 元大橋 町 内会 ・ ラーバ ン港南 台自治 会
・ローレ ルスク エア港 南台自 治会     ・ 若竹町 内会  ・若 竹山手 町 会

ラーバン港南台
悠々クラブ 彩の会

お花見ウォーク

3 月 29 日(火)、桜が満開と

聞き、横浜駅東口で『ベイサイ

ドブルー（青バス）』に乗車。終

点の山下埠頭で降り山下公園

の見事な枝垂れ桜を眺めた後

赤レンガ倉庫から桜通りを抜

けて市役所３階のロビーでコ

ーヒーを飲みな

がら『みなと

みらいの絶景』

を満喫しまし

た。

この日の歩数

は一万歩以上に

なりました。

若竹山手町会
災害時安否確認訓練

2 月 27 日(日)「災害時

安否確認訓練」を実施いた

しました。

全戸に、今回用意した無

事を示すタオルを配付し

たところ、約 9 割の方が、

玄関先にこのタオルを掲

示してくださいました。

初回ということで確認
する側にも課題が見つか

りました
ので、次

回以降の
訓練で改

善してま

いります。

項 目 決 算 割 合

敬老事業助成費 589,000 32.6

調査・研究費 25,000 1.4

事務費 151,327 8.4

会議費 12,354 0.7

渉外費 6,000 0.3

広報費 55,000 3.0

新規事業費 20,000 1.1

助成金 290,000 16.1

会費等 5,000 0.3

移動販売活動費 35,382 2.0

次年度繰越金 615,085 34.1

合  計 1,804,148 100

令和３年度決算

令和３年度事業報告

元大橋町内会
「元大橋学援隊」に感謝

４月１７日(日)、冨士田栄区長を

はじめ本郷第三連合の町内会長の

皆様にご出席をいただき、創立５０

周年記念式典を開催しました。

式典では、地域のボランティア団

体「元大橋学援隊」に日ごろの感謝

を込めて表彰を行いました。

学援隊は週 2 回、児童の下校時

の交通事故防止と防犯活動を続け

ていただいています。

町内会はこ

れからもボラ

ンティア活動

への協力を進

めていきます。



本郷第三地区 令和４年度の行事予定
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★なでしこサロン
7 月１４日(木) キーボード演奏

９月 ８日(木) アンデスの音楽
１０月１３日(木) 紙芝居

１１月１０日(木) オカリナ演奏
１２月 ８日(木) ハンドベル

１月１２日(木) 獅子舞
２月 ９日(木) ギター弾き語り

３月２３日(木) お花見（11:00～）

会場：鍛冶ヶ谷集会所 時間：1３:30～

★プリンス会館おしゃべりサロン

７月２９日(金) 紙芝居    

以降 毎月１回開催予定

会場：港南台プリンスハイツ集会所

時間：14:00～

◎こども広場モーリーズ

毎月第 2、第４月曜日
(12 月は第 2､第 3 月曜日)

内容：親子体操、おはなし会、おもちゃ病院、
子育て相談や季節のイベント、ベビーマ

ッサージなど。
こどもの遊び場として、友達・仲間づく

りの場として、ママのホッとできる場と
して、楽しい子育てライフを応援します。

会場：中野地域ケアプラザ

時間：10:00～

★いきいき健康づくり（保健活動推進員）

７月１８日(月) 認知症予防 筋トレ・脳トレ
８月２３日(火) 筋トレ・ストレッチ（※）

９月１９日(月) 認知症予防 筋トレ・脳トレ
１０月２５日(火) 筋トレ・ストレッチ（※）

１１月２１日(月) 認知症予防 筋トレ・脳トレ
１月２4 日(火) 筋トレ・ストレッチ（※）

２月２０日(火) 認知症予防 筋トレ・脳トレ
会場：中野地域ケアプラザ

時間：12:30～ （※）8・10・1 月は 13:00
～

★中野・富士見ふれあいサロン

７月 ７日(木) 落語

９月 １日(木) シャンソン(※)

１０月 ６日(木) ギター演奏

１１月１０日(木) 紙芝居

１２月 ８日(木) ゲーム大会

２月 ２日(木) 百人一首、かるた、トランプ

３月 ２日(木) ジャズと映画音楽(※)

会場：本郷小学校コミュニティハウス

   (※)は本郷富士見ヶ丘自治会館

時間：13:30～

★鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン

７月２９日(金) 夏休みお楽しみゲーム大会

１０月２８日(金) はまちゃん体操

１１月２５日(金) はまちゃん体操

１２月２３日(金) クリスマス会

１月２７日(金) 新年会

２月２４日(金) ミニコンサート

３月２６日(金) お花見（弘明寺公園）

会場：ローレルスクエア港南台コミュニティルーム

時間：13:30～ お花見は 10:30～

★本郷第三連合町内会

本郷第三地区社会福祉協議会

１０月１６日(日) 連合町内会・ﾛｰﾚﾙ合同防災訓練
１１月 ３日(木・祝) ふれあいスポーツまつり

１１月 未定  慶寿会

★青少年指導員

９月 又は１０月 地引網 辻堂東海岸

１２月２５日(日) しめかざり作り（※）

１月 ８日(日) どんど焼き    （※）

（※）「みんなの広場たけのこ」と共催

★みんなの広場たけのこ

７月２４日(日) おもしろ科学探検隊
１０月２３日(日) 秋の音楽会（ウクレレ）

１２月１１日(日) クリスマス デコパージュ
１２月２５日(日) しめかざり作り(＊)（共催）

１月 ８日(日) どんど焼き(※)（共催）
２月２６日(日) ひな飾り作り

３月２６日(日) 手品
会場：中野地域ケアプラザ(※を除く)

時間：13:30～ （※＊は時間未定）

●鍛冶ヶ谷町内会 ＊SP：スタンドパイプ消火器

6 月～９月 蚊の発生源対策

７月３０日(土) 夏祭り

９月２４日(土) 地域型防災訓練

１１月２０日(日) 日帰りバス旅行

１１月２６日(土) 栄消防署 SP 体験会

１２月１８日(日) 町内一斉自主清掃

●元大橋町内会

８月 ６日(土) 元大橋ふれあいまつり

９月 ４日(日) 敬老事業

１０月 未定 ハロウィン

１１月２７日(日) 防災訓練

※文化部の事業は未定

●若竹町内会

１０月上旬 若竹ふるさと祭り

１１月２６日(土) 防災訓練

１２月 未定 子供会クリスマス会

２月中旬 安否確認訓練    

●港南台プリンスハイツ自治会

９月以降   テニス教室
１１月 未定 ハイキング

１２月 未定 プリンスハイツ防災訓練
１月 未定 拠点防災訓練

※毎月 虻名公園の清掃

●ローレルスクエア港南台自治会

9 月 未定 敬老会

１０月 16 日(日) 連合町内会合同防災訓練

※毎月 美化活動（公園及び鎌倉街道清掃）

※隔月 防犯パトロール

●中野町内会

１０月１６日(日) 防災訓練（本郷台公園）

１０月１６日(日) 清掃活動（本郷台公園）
１１月１３日(日) 災害時要援護者安否確認訓練

時期 未定 国会見学ツアー
時期 未定 鉄道博物館見物ツアー

時期 未定 ミカン狩りツアー
時期 未定 オンライン医療講座

★俺のカフェ

8 月 7 日(日) ※コーヒーを飲みながら
１０月  ２日(日) 音楽（CD）を聴いて至福

１２月１１日(日) の時を過ごします
２月１２日(日)

会場：中野地域ケアプラザ

時間：13:30～

令和 4 年７月 1 日発行のため、
4～６月の行事予定は掲載していません。

★栄区役所・栄区社会福祉協議会

１１月 ５日(土) さかえ区民祭り

１１月１５日(火) 栄区社会福祉大会

１２月 ２日(金) ほっとイルミネーション

１月 ７日(土) 栄区消防出初式

１月 上旬 栄区民ロードレース大会

３月 中旬 栄区中学校対抗駅伝大会

３月 中旬  SAKAEヤングフェスティバル

●若竹山手町会

７月 未定 夏休み早朝ラジオ体操

９月 未定 敬老の日お祝い品配付
９月 未定 桜井小学校と合同防災訓練

１１月 未定 町内会親睦行事
２月 未定 安否確認訓練

２月 未定 小学 6 年生卒業祝い品配付
※毎月 防犯パトロール

●本郷富士見ヶ丘自治会

  ７月 未定 夏休み早朝ラジオ体操

８月 未定 子どもお楽しみ会（夏祭り）

９月 未定 敬老の日お祝い品配付

１１月 未定 防災訓練

１２月 未定 子どもお楽しみ会(クリスマス)

●ラーバン港南台自治会

7 月 未定  夏休み早朝ラジオ体操
9 月１９日(祝) 敬老お祝い

１０月 未定  ふれあい祭り
１１月 ６日(日) 上郷深田公園 清掃

１２月 未定  クリスマスお楽しみ会
時期未定   防災訓練 安否確認訓練

訂正とお詫び  第 4３号 地域の行事の紹介での「中野・富士見おしゃべりサロン」は「中野・
富士見ふれあいサロン」の誤りでした。 また、地区社会福祉協議会賛助会員のご紹介での「秋本」

様は「秋元」様の誤りでした。訂正して深くお詫びいたします。


