
平成29年度市川市自治会連合協議会
あざみ

定期総会が、5月19日（金）に莇市民
部長を来賓に迎え、142名の会長出席
（委任状71名）のもと、市川グランド
ホテルで開催されました。
滝沢晶次会長は冒頭のあいさつで
「自治（町）会は、防災・福祉・環境
など、あらゆる分野で存在意義を増し
てきているが、地域社会の連携が希薄
化するなど、課題を抱えている側面も
ある。当協議会としても、皆さんと情
報を共有しながら、地域での一体感の
醸成を図っていきたい」と、市川市自
治会連合協議会への今後の期待を述べ
られました。
続いて、永年にわたり地域の発展に
功績のあった自治会長および退任され
た自治会長に、表彰状並びに感謝状が
贈呈されました。

受賞者を代表し、髙梨紀雄氏（東菅
野3丁目自治会）が謝辞を述べられま
した。
議事では、平成28年度事業報告、収
支決算、監査報告のほか、平成29年度
事業計画案、予算案が審議され、各議
案とも原案どおり可決され、総会は閉
会しました。
総会終了後、危機管理課から「いち
かわ環境・防災フェア2017の開催につ
いて」、地域防災課から「平成29年度
市川市総合防災訓練の開催につい
て」、管財課から「市役所建替えイベ
ントのお知らせについて」、地域支え
あい課から「みんなで体操について」
「明青展について」「民生委員・児童
委員の推薦に係る基準の改正につい
て」および「避難行動要支援者対策事
業について」の説明が行われました。

『研修会等』
●今年度、会長となった方を対象とした
「新会長研修会」を開催（6月）
●連協役員を対象とした「日帰り研修会」
は、防犯をテーマに三鷹市を視察（6
月）
●「会長宿泊研修会」は、健康をテーマ
に静岡県御殿場市で研修（9月）
●自治会相互の親睦を深めるため「ボウ
リング大会」を開催（11月）
●自治会役員を対象に「経理事務講習会」
（11月）・「会報づくり講習会」（12

月）を開催
●防災意識や技術の向上のため、「防災
体験学習会」（11月予定）と「防災講
演会」（1月）を開催

『参加協力』
●明るい選挙推進のため、各種団体と協
力して、啓発活動を展開
●日本赤十字社、赤い羽根募金、歳末た
すけあい募金に協力
●心豊かな地域づくりを目指した、社会
福祉協議会会員募集に協力
●市川市が推進する地域ケアシステムや

サロン活動の展開に協力
●地域の絆を深めるため、自治会への加
入促進を推進
●国や市の取り組みに呼応し、節電の取
り組みに協力

『広報活動』
●連協の活動内容を広く市民の方々に知
っていただくため、「自治連協広報」
を年2回（8月、1月）発行
●「行徳まつり」（10月）・「市民まつ
り」（11月）にて、自治会活動を広く
PRし、加入促進、組織の拡大を図る

連日暑い日が続いておりますが、各
自治（町）会の皆様におかれましては、
お変わりなくお過ごしのことと存じま
す。
近年、少子高齢化やライフスタイル
の多様化が進む中、自治（町）会の行
う助けあいや支えあいの活動は、住み
慣れた地域で、いつまでも生活できる
安心・安全なまちづくりの推進に、重
要な役割を果たしています。
また、当協議会には市内全226自治
（町）会にご加入いただいており、自
治（町）会相互の連絡協調を進めなが
ら、共通の問題を研修・協議し、行政
に協力するなかで、市民意識の高揚と
地域社会の発展を目的に、様々な事業
を展開してまいります。
まだまだ、暑い日が続きますので、
地域での自治（町）会活動の時は、水
分補給など十分にご留意ください。
引き続き、当協議会へのご支援・ご
協力をお願い申し上げます。
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今回の視察研修は、三鷹市のセコム
ＳＣセンターである。同センターは警
備サービス国内最大手である同社の技
術開発研究所である。6月30日（金）の
早朝、市川南仮設庁舎と行徳支所合わ
せて43名の参加者が梅雨空の小雨の降
る中、ほぼ満席の大型バスで三鷹市に
向かった。

午前10時半、同センターに到着。早
速、同社の戦略的社会責任（①超高齢
化社会②災害③セキュリティ）につい
ての説明があった。その後、実際の顔
認証システムに利用される飛行船やド
ローン、高齢者や子供の安全にも広く
活用されている、ＧＰＳ利用の位置情
報提供商品等も見学した。その技術開

発力の高さに驚
かされると共
に、同社の防犯
・防災に対する
積極的な取組姿勢に驚嘆させられた。
午後は JAXA調布航空宇宙センタ
ー、国立天文台三鷹キャンパスでの4
Ｄ2Ｕドームシアター体験と、盛沢山
で有意義な研修だった。

（新田五丁目自治会 安倍）

今年の日本列
島は、北も南

も無い季節外れの気象が多かった。そ
の始めは5月22日のこと、季節は若葉
の頃なのに日本列島全体が高気圧に包
まれて、気温が一気に上昇し、群馬県
館林市では、早くも35.3度の猛暑日を
記録した。
夏と云えば、昔は「日射病」が心配
されていたのが、今では「熱中症」と
呼ばれ、太陽の下でなくとも、室内に
いて水分摂取不足であると体調を崩し

て発症する。昔、夏の暑い日には「夕
立ち」と云う気象現象があり、夕方近
くになると空が俄かに暗くなり、一陣
の涼しい風に続いてシャワーのような
雨が降り、その後は急に涼しくなって、
夕涼みをする風情が東京下町にはあっ
た。このような気象現象の「夕立ち」
は、今は見られなくなり、言葉そのも
のが死語になった様だ。今の気象に当
てはめると、「ゲリラ豪雨」あたりか。
明日の天気を下駄を飛ばして占った、
戦前の子供の頃が懐かしい。5月頃だ

ったと思うが九州よりも北海道の方が
気温の高かった日があり、桜の開花が
全国で一番早かったのは、なんと東京
だったことも驚いた。世界中で心配し
ているものに地球温暖化がある。これ
の対策を取らないと気温の上昇で海水
面が上がって水没の恐れのある国や、
干ばつや洪水が増えて、台風の大型化
の心配もある。日本には唯一気象を祀
っている神社が、東京の高円寺にある。
気象予報などで当たるように祈った
り、特定日が天気になるよう祈ったり
するそうだが、当たるなら、せめて異
常気象の無い昔の地球に戻して欲し
い。 （宝二丁目自治会 髙橋）

永年功績の自治会長・退任会長の顕彰
〈感謝状の部〉
◎通算15年 滝沢晶次（稲荷木自治会）、小川八郎（明和自
治会）、髙梨紀雄（東菅野3丁目自治会）
◎通算10年 井上友孝（真間3丁目北部自治会）、森井康夫
（八幡下町自治会）、塙長造（辰巳自治会）、齋藤道子（大
境自治会）、横山哲也（北方中央自治会）、栗山和夫（平川
自治会）、君島三男（ひめみや団地自治会）、加藤木章（行
徳駅前4丁目自治会）

◎通算5年 加藤幸知子（市川南3・4丁目自治会）、小郷
克次（新田1丁目自治会）、長沼曻（大和田自治会）、工藤
幸子（市川サンハイツ自治会）、松下信之（真間中央自治
会）、小林俊之（真間南部自治会）、岩松昭三（宮久保台自
治会）、野下晴夫（本北方1丁目自治会）、服部英信（稲越
自治会）、染谷繁実（柏井町1丁目自治会）、坂井宏（柏井
町2丁目松風会自治会）、山岸孝男（柏井町2丁目自治

会）、朝川勝利（大町第3団地自治会）、
末石理（ファミール市川自治会）、阿部
弘二（ウェルフェアグリーン原木第2
自治会）、森川岩雄（東行徳自治会）、
佐々木信彦（行徳南スカイハイツ自治
会）、茶野七郎（福栄1丁目自治会）、斉藤潤（入船自治
会）、高桑強志（ハイタウン塩浜第二住宅自治会）、五十
嵐日出夫（行徳駅前3丁目自治会）
◎通算2年以上5年未満の退任者 香川和生（市川セント
ラルハイツ自治会）、礒谷光夫（本行徳2丁目自治会）、
中島輝雄（本行徳4丁目自治会）、秋元宏之（本塩自治
会）、佐藤栄作（関ヶ島自治会）、後関正（妙典3丁目自治
会）、星生治（行徳ハイム自治会）、青山紀（湊自治会）、
青山喜代志（湊新田自治会）、小山勝（香取自治会）、菅山
憲昭（香取2丁目自治会）、近藤善行（欠真間自治会）、近
藤勝（相之川自治会）、宮﨑伸（新井自治会）、宮井裕子（メ
ゾンドール行徳自治会）
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地域活動育成塾開催
市との共催による「地域活動育成塾」を2月4日（土）
と10日（金）の2回開催しました。
第1回は、市及び市川市社会福祉協議会との共催に
よる講演会を、大山自治会（東京都立川市）相談役の
佐藤良子氏をお招きし、山崎製パン総合クリエイショ
ンセンターで開催しました。
「地域の底力 助け・助けられる地域づくりを目指
して」と題して、一人ひとりの心に寄り添う気持ちを
基盤にして行う、自治会活動について講演していただ
き、参加された多くの方々は、熱心に聞いていました。
また、第2回の意見交換会では、「自治会加入促進」
「担い手不足の解消」をテーマに各自治会の対応策な

どについて活発な話し
合いが行われました。
この育成塾を通じて、
より実践的な自治会活
動に活かしていける、
良い機会が作れたので
はないかと思います。

新会長研修会 積極的に意見交換
今年度から自治
会長となられた方
を対象に、「新会
長研修会」を6月
17日（土）市川グ
ランドホテルで開
催しました。
新会長32名が参加された全体会議の後、自治会運営
や課題について、地域ごとに3班に分かれ、質疑応答
や意見交換を行いました。
「ごみの不法投棄」や「民生委員の選出」、「自治
会の役割」などの共通の問題を熱心に話し合い、研修
会は新会長にとって有意義なものとなりました。

自
治
会
Ｐ
Ｒ
標
語

「第8回福栄ブロック地域
ふれあい軽スポーツ大会」が、
今年も6月18日（日）福栄中
体育館と校庭で開催された。
この大会は、福栄1丁目自治
会創立の翌年（昭和50年）、会員相互の理解と結束
を図る目的で「ふれあい軽スポーツ大会」を自治会
独自で発足した。南行徳公園等で毎年実施されてい
たと聞いている。その後、開校された福栄中に場所
を移し、34年近くに亘り実施されてきた。
平成22年「地域自治会同士の親睦を兼ねて、参加
してみませんか！誰でも出来る、面白くて、簡単な
種目ばかりです。参加賞や賞品も沢山用意しました。
お待ちしています」との勧誘があり、22年以降は福
栄地区8自治会（福栄1・2・3・4丁目・かもめ
・行徳ハイライズ・行徳グランドハイツ・ライオン
ズマンション南市川）、小・中学校（福栄中・福栄
小・南新浜小）の参加団体、市川市スポーツ推進委
員連絡協議会の協力・指導、主催は南行徳地区社会
福祉協議会へと発展し今年で8回目になる。
今年も老若男女約200名を超える人々が集まり、
午前10時～12時終了まで体育館ではカローリング・
ミニバレー・ヘルスボールサッカー・輪投げおよび
マジックダーツをそれぞれ楽しみ、校庭では子ども
達も大人と一緒にグランドゴルフを楽しむ風景を見
ることが出来た。 （福栄三丁目自治会 川島）

平安中期、東国を疾風の
ごとく駆け抜けた将門は、
朝敵として京都七条河原で
「さらし首」にされたが、
怨霊となって関東目指して

飛び去ったと伝えられる。東京大手町の
「首塚」は有名であるが、市川でも八幡
の「藪知らず」や、城山と言われる「大
野城跡」の第五中学校敷地の「石の祠」
など将門伝説を今に伝えている。さらに
向かいの「天満天神」は将門が勧請した
とも言われている。

（稲越自治会 服部）
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毎年行われている市と共催の講演会を、
ご好評につき、今年度も開催いたします。
内容等につきましては、後日自治会を通

じてご案内いたします。
◎日時：11月16日（木）午後を予定
◎場所：市川市文化会館小ホール
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市市川川のの将将門門伝伝説説をを訪訪ねねてて
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会 長
滝沢晶次（稲荷木自治会）

総括担当副会長
髙本英司（福栄2丁目自治会）

副会長
人見孝男（中国分自治会）
金井修次（幸2丁目自治会）
原木一正（原木自治会）
稲垣カツ（鬼高自治会）
小林俊之（真間南部自治会）

相談役
箕輪一男（曽谷第6自治会）

会 計
大森喜市（大洲自治会）
岸田浩一（国府台2丁目町会）

監 事
石原俊一（南行やまゆり自治会）
坪井正子（鬼越町会）

（敬称略）

訃 報
立原 一成氏

（八幡南口町会前会長）
平成29年2月13日逝去

林 正幸氏
（南大野2丁目自治会前会長）

平成29年4月6日逝去

五十嵐 日出夫氏
（行徳駅前3丁目自治会前会長）

平成29年5月21日逝去

謹んでご冥福をお祈りいたします

市川市では、毎年、自助・共助・公助の連携を図ることを目的に「市川市総合
防災訓練」を実施しており、今年度は、大洲・行徳の2会場で市民参加・体験
型の訓練を行うとともに、防災拠点となる各小学校での防災拠点訓練や避難所
訓練を実施する予定ですので、皆様の参加をお待ちしております。今後も、安心
まちづくり部では、安心、安全で防災に強いまちづくりを目指してまいります
ので、会員の皆さまにおかれましては、ご協力の程よろしくお願いいたします。

安安心心ままちちづづくくりり部部かかららののおお知知ららせせ
市川市自治会連合協議会、安心まちづくり部では、市が進めている市内38の
市立小学校及び義務教育学校1校を防災拠点と位置づけをし、その活動に協力
するための機関として、地域の自治会、ＰＴＡ、民生委員等の方々で、「小学
校区防災拠点協議会」の立ち上げを、平成27年から活動目標としてまいりまし
た。関係する皆様の協力のもと現在は、市内32校の小学校で協議会が設立され、
平時から会議や訓練等継続的に活動を実施し、防災意識の向上、地域防災力の
強化を図っているところです。また、協議会が立ち上がっていない地域におか
れましても、立ち上げに向けて一歩一歩ですが、準備を進めております。

連協広報は87号の発
行となりました。私た
ち10名の広報宣伝部員
と事務局、地域振興課
の職員で編集・発行を

しております。
今年はメンバーの変更もなく経験者
ばかりで、取材や原稿寄稿にも皆さん

協力的で編集会議は順調に進みまし
た。しかし、限られた時間で仕上げると
いう忙しさの中にも、会員の皆様にお
届けするという、やりがいもありました。
次号も充実した内容の紙面にしてい
く所存でおります。ご意見などござい
ましたら幸いです。

（幸二丁目自治会 金井）

《小学校区防災拠点協議会が立ち上がっている小学校》 （Ｈ29．7．1現在）

百合台、新浜、南新浜、八幡、福栄、北方、大洲、若宮、二俣、信篤、市川、鬼高、
曽谷、大野、宮田、国分、塩浜学園、宮久保、柏井、富美浜、平田、新井、稲越、
南行徳、冨貴島、真間、塩焼、菅野、大和田、幸、中国分、中山 （設立年月順）

◎市川市総合防災訓練について

・開催日時 平成29年8月27日（日）9 :00～15:00
※訓練項目によって実施時間が異なります。

・開催会場 大洲会場、行徳会場、市内小学校

編 集

後 記

自自治治連連協協役役員員紹紹介介

会 場 場 所 時 間

大洲会場 大洲防災公園
（市川市大洲1-18） 9 :00～11:00

行徳会場 駅前公園
（市川市湊新田2-4） 10:00～12:00

市立38小学校
義務教育学校1校 各小学校 11:00～15:00

（避難所訓練は12:00から）
問い合わせ 市川市危機管理室地域防災課 ＴＥＬ：047－704－0065

（４）第87号 平成29年8月
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