
平成28年度市川市自治会連合協議会定
あざみ

期総会が、5月20日（金）に莇市民部長
を来賓に迎え、142名の会長出席（委任
状76名）のもと、市川グランドホテルで
開催されました。
今回の定期総会で市川市自治会連合協
議会会長職を退任された箕輪一男氏（曽
谷第6自治会）は冒頭のあいさつで「自
助、共助、公助がバランス良く支えあう
ことが大切であり、住民同士が安全に、
快適に生活できる環境を作り出すために
自治会の果たす役割は大きい。皆様には、
より良い地域活動の実現に向けて、更な
るご尽力をお願い申し上げる」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、岸田浩一氏（国府台
2丁目町会）が謝辞を述べられました。

議事では、平成27年度事業報告、収支
決算、監査報告のほか、平成28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ました。
次に役員の改選が行われ、滝沢晶次氏
（稲荷木自治会）が会長に選出されたほ
か、髙本英司氏（福栄2丁目自治会）、
人見孝男氏（中国分自治会）、金井修次
氏（幸2丁目自治会）、原木一正氏（原
木自治会）、稲垣カツ氏（鬼高自治会）、
小林俊之氏（真間南部自治会）の6名が
副会長に選出され、総会は閉会しました。
総会終了後、環境保全課から「地域猫
活動について」、循環型社会推進課から
「さらなるごみの減量・資源化に向けた
今後の進め方について」、選挙管理委員
会事務局から「参議院議員通常選挙に係
る協力について」、地域支えあい課から
「民生委員・児童委員の一斉改選に伴う
候補者推薦の依頼について」、地域防災
課から「平成28年度市川市総合防災訓練
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」
は防災をテーマにつくば市を視察（7
月）
●「会長宿泊研修会」は福祉をテーマに
山梨県中央市を視察（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（10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

『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

『参加協力』
●地域の絆を深めるため、自治会への加
入促進を推進
●市並びに社会福祉協議会が推進する地
域ケアシステムやサロン活動の展開に協
力
●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
●電力不足に対応するため、節電の取り
組みに協力

自治会会員の皆様におかれま
しては、平素より市川市自治会
連合協議会への多大なるご支
援、ご協力をいただき厚く御礼
申し上げます。
このたび、会長に就任しまし
た滝沢晶次と申します。当協議
会は、市内14地区の自治会連合
会に加盟する自治会長・町会長
から選出された理事で、運営さ
れております。おもな事業とし
て「自治会相互での各種情報共
有、新会長研修会、経理事務・
会報づくり両研修会の開催、地
域リーダー育成塾の開催、自治
会加入促進運動」などを行って
います。
結びになりますが、立秋を過
ぎ、まだまだ暑い日が続いてお
ります。地域活動にあたりまし
ては、水分補給などにご留意い
ただき、今年も連協と共に地域
を盛り上げて行きましょう。
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今回の視察は筑波山麓に広がる研究
学園都市の一角を占める防災科学技術
研究所である。7月1日（金）の早朝、本
庁と行徳支所合わせて43名の参加者が
満席の大型バスで、筑波を目指し市川
を出発した。昨夜までの雨模様が嘘の
ように雲の切れ間から青空が望まれる。
午前10時、研究所に到着。27万坪の
広大な敷地に研究施設は点在する。施

設内の移動はもちろんバスである。最
新の科学技術によって予報や予測を行
うことで、減災を可能にする実験が行
われていた。地震の大型耐震実験振動
台や山崩れや土石流の大型降雨実験施
設を見学したが、規模の大きさに驚く
ばかりである。
日本列島は火山噴火、巨大地震そし
て台風、集中豪雨など凄まじい災害に

よって、多くの人命と財産を失ってき
た。今回の研修で防災意識とその対策
を高められたのは大きな成果であっ
た。 （稲越自治会 服部）

高齢者の怪
我について、
国民生活セン
ターによる
と、65歳以上

の高齢者に見られる特徴的な疾病は、
骨折だと云われる。その原因の多くは、
圧倒的に転倒によるものだそうで、男
性に比べると女性は68％の割合いで多
く、約2倍になるそうだ。
身近の例ですが、奥さんが愛犬の散
歩中に転倒し、手首を骨折して病院に
緊急搬送され、入院を要する中等症の
状態になり、リハビリを兼ねて全治3

カ月となった。予後1カ月は全く指を
動かせず、そのため家事の一切を夫が
やることになり、朝夕の愛犬の散歩に
買い物、料理、掃除等々、毎日を切れ
目なく忙しく過ごすことになって、奥
さんの家事労働がいかに大変か実感さ
れたそうだ。
骨粗鬆症による骨折の8割は女性で
あると云われるが、普段からよく体を
動かし、筋力を鍛え、予防重視の食生
活を心掛け、体力づくりに励んでいて
も、怪我は一瞬にして起きる。
近年は、少子化で減っている15歳未
満の子供の数よりも、ペット（犬・

猫）の数の方が多いと云われている。
飼い主が高齢になれば、犬の散歩とい
えども中型犬の散歩ともなると、愛犬
に思わぬ力で引っ張られたり、振り回
されたりして転倒する。転倒はこれ以
外にも道の段差や屋内の階段の上り下
りなど予期せぬ怪我の危険は一杯あ
る。人口の四人に一人が65歳以上にな
った今日、日常生活では、夫婦共に骨
折の引き金になる「つまずき」や「滑
り」などによる転倒に十分に気を付け
て、健やかな老後を過ごしたいもので
ある。

（宝2丁目自治会 髙橋）

ひひととりりごごとと
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永年功績の自治会長
・退任会長の顕彰

〈表彰状の部〉
◎通算25年 箕輪 一男（曽谷第6
自治会）、髙本 英司（福栄2丁目自
治会）
◎通算20年 岸田 浩一（国府台2
丁目町会）
〈感謝状の部〉
◎通算15年 染谷享（真間2丁目西
部自治会）、清水正光（六反田自治
会）
◎通算10年 大森喜市（大洲自治
会）、増田定男（須和田第1自治会）、
五関貞（北方東部自治会）、依岡顯明

（市川中山団地自治会）、石橋一衛
（北台自治会）、皆川公雄（柏井町4
丁目自治会）、石橋秀雄（福栄4丁目
自治会）
◎通算5年 湯浅勇司（市川1丁目
第2町会）、塩﨑高史（市川2丁目第
1町会）、和久雅典（菅野西自治会）、
廣瀬喜久雄（東菅野中央自治会）、山
本勝彦（須和田第2自治会）、髙橋正
嗣（曽谷第2自治会）、松丸靜生（曽
谷第3自治会）、板塲勉（若宮2丁目
町会）、及川光治（大野町1丁目自治
会）、永井勇吉（市川パークハイツ自
治会）、大橋眞吾（伊勢宿自治会）、畑
中博明（富浜3丁目自治会）、小林達
男（富浜自治会）、石倉栄司（日之出
自治会）、霜島義明（ファミリーコー

ポ行徳自治会）
◎通算2年以上5年未満の退任者
諏訪公哉（八幡門前自治会）、平野昭
（曽谷第5自治会）、鎌田良治（下貝
塚2丁目自治会）、酒部明（梨風苑自
治会）、荒井一昭（柏井町3丁目自治
会）、大西基之（本行徳1丁目自治
会）、原野征（妙典1・2丁目自治
会）、田中光男（サニーハウス南行徳
自治会）、中村浩士（ソフトタウン行
徳自治会）

役員日帰り研修会

ち か

～防災意識とその対策～

地震ザブトンを体験する役員

ど
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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1月30日
（土）から3回にわたっ
て、市川教育会館で開催し
ました。
初回の講演会では渡邊一
雄氏を講師にお招きし、「これこそ楽しい人生を送る
秘訣」と題してご講演いただきました。どのようにし
て楽しく日々を過ごすか。先生のユーモア溢れる語り
口に、会場は大いに盛り上がりました。
続く意見交換会では、各自治会が抱えている課題な
どを話し合い、対応策や解決策を一緒に考えました。
「他の自治会の課題や取り組みを知ることにより、今
後の活動にも役立てることができるのでは」と思いま
した。
3回にわたる講演会や意見交換会を通じて、自治会
活動をはじめ、地域貢献活動の意義や、やりがい、市
との関わりなど幅広く知ることができ、改めて自治会
の役割、大切さを実感しました。

今年度自治会長となられた方を対象に「新会長研修
会」を6月18日（土）市川グランドホテルで開催しまし
た。
新会長31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3班に分かれ、質疑応答や意見交換を
行いました。
「防災、防犯活動」や「地域内での交流」、「自治
会員の意識向上」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。

新会長研修会 積極的に意見交換

自
治
会
Ｐ
Ｒ
標
語

市川3丁目第1町会の春日神
社に120年間保存されている山
車人形がある。昨年、民俗学者
の萩原法子氏をはじめ、研究者
によって作者が判明した。江戸
末期から明治にかけて活躍した
横山朝之の作であった。現存す
る数体の中のひとつで名品であ
る。明治28年の製作から120年
の歳月で損傷が激しかった。町
会の方々も途方にくれたが、萩
原先生のご尽力で文化庁に申
請。4月に文化庁より正式に文化芸術振興費の対象と
して認可された。その後、市川市指定文化財となる。
武内宿禰（たけのうちのすくね）は古事記、日本書
紀によれば、景行、成務、仲哀、神功皇后、応神の五
代の天皇に仕えたという伝説の人物であった。
町会に立ち上がったプロジェクト実行委員会の奮闘
によって、本格的な修復作業に入った。ボディーの樫
材と竹は当時の生産地で調達。衣装の狩衣は京都西陣
で新調した。こうして復元した姿を市川駅南口のアイ
リンクでお披露目。その後、街の回遊展、千葉商大で
のシンポジウム等で2，500人の見学者を集めた。町会
の地域おこしにかける期待は大きい。
歌舞伎の大見得を彷彿とさせる迫力のある姿。眼光
は鋭く、怒りの表情は、薄れゆく人情の現代社会を叱
責しているかのようだ。

（市川2丁目第2町会 鈴木）

皆さんは「市川競馬場」
をご存知ですか？昭和7年
に今の大洲防災公園と周り
の住宅地を含む農地に開設

され、面積は15万㎡、1，800ｍのコ
ースもありました。昭和14年まで毎
年春秋競馬が開催され、1日の入場
者は2万人もいたとのこと。一度皆
さんも「ふれあい七社めぐりスタン
プラリー」で市川競馬場跡地を訪ね
てみませんか。

（新田5丁目自治会 安倍）

ガ ン バ
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「甦る、武内宿
禰山車人形」

地
域
の
輪

あ
な
た
の
力

み
ん
な
の
力講

演
会
のご

案
内

毎年、ご好評いただいている市との共催
の講演会を、今年度も開催いたします。
詳細については、後日自治会を通じてご

案内いたします。
◎日時：11月17日（木）午後を予定
◎場所：市川市文化会館小ホール

ってま～す

ススポポッットト

市市川川競競馬馬場場跡跡地地
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5月20日（金）に開催された定期
総会の中で、任期（2年）満了に伴
う役員改選が行われ、自治連協の新
役員が次のとおり選出されました。
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）
なお、新役員選出に伴い、相談役
歌代素克氏が退任となりました。

永年にわたり、地域活動及び当会の
活動にご尽力頂きありがとうござい
ました。（敬称略）

安心まちづくり部からのお知らせ
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27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
今年度中に立ち上げることを目標とし
ており、地域の皆さまの防災に対する
意識、関心の高さが窺えます。

こうしたなか、平成28年度市川市総
合防災訓練を、震災時に防災拠点とな
る小学校を会場とし、参加者一人ひと
りが実災害をイメージし、平時や災害
時において何をすべきか「自ら考え、
行動し、学ぶ」ことを目的とした実践
型の防災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。

連協広報も今回85号の
発行となりました。
平成28年度に入り一部
の連協役員の移動も紙面
の通りありました。本年

は226自治会の中で58名の新会長が誕
生し、新会長研修会では組織の解説、
各種補助金について説明などがありま

した。
各自治会におかれましては、ラジオ
体操、夏祭り、盆踊り等計画され準備
や実施がされている事と存じます。
夏休み中のお子さま・高齢者の方々も
含めて暑いこの夏をお健やかにお楽し
みいただきたく存じます。

（幸2丁目自治会 金井）

◎市川市総合防災訓練について
・開催日時 平成28年8月28日（日）9：00～12：00

※訓練項目によって実施時間が異なります。
・開催会場 市立小学校39校（メイン会場：第六中学校・鬼高小学校）ほか

《小学校区防災拠点協議会が立ち上がってい
る小学校（Ｈ28．7．1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 （設立年月順）

編 集

後 記

自自治治連連協協新新役役員員紹紹介介

会 場 初動訓練 避難所訓練

メイン会場 鬼高小・第六中
○

（第六中）
午前9時～

○
（鬼高小）
午前10時～

その他の会場
市川小、曽谷小、信篤小、福栄小、新浜小、
北方小

○
午前10時～

・問い合わせ 市川市危機管理室地域防災課 ＴＥＬ：047－704－0065

前回、新年号の写真は宝2丁目自治会
髙橋会長に撮影・ご提供いただきました。
今後、撮影者の掲載漏れがないように注
意いたします。

（４）第85号 平成28年8月
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