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魅力あるまちづくりに向けて

寒川町自治会長連絡協議会
自治会だより編集委 員 会

気持ちよく散歩できる河川を目指して多くの地域住民が参加した
目久尻川小出川美化キャンペーン
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千 葉

保 雄

ました。計画が動き出したら
止められない事例は枚挙にい
とまが無いだけに、入念な準
備は当然として、効果が期待
できないと判断された時点で
の方向転換あるいは取止めも
可とする英断（集中と選択）
が強く望まれます。
自治会・自治連はどのよう
な役回りを演ずるべきなので
しょうか。町 自治会に所属
する平成 年度の総会員数１
３，８７８世帯から寄せられ
る声に対して、必要があれば、
自治会・自治連はその声を行
政に届けるパイプ役を務める
べきであると私は思っていま
す。すみよい町づくりのため
には、町民・行政・議会にと
っての情報共有の場が欠かせ
ないと考えるからです。
全くの会社人間であった私
が、居住する地域（小谷）の
束ね役となって早や 年が過
ぎました。この間に経験した
地域の課題の多さには驚きま
したが、各自治会は、経験値
の高いそれぞれの会長の下で、
直面する課題（少子高齢化、
自主防災、地域の衛生環境整
備等）を取り込みながら、住
みよい街づくりのために奮闘
しています。
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寒川町自治会長連絡協議会 会長

この度、寒川町自治会長連
絡協議会（以下、自治連）会
長に就任しました千葉保雄と
申します。これまでの 年間、
会長職をお努めいただいた斎
藤会長（一之宮西自治会長）
の後任としては心許ない限り
ですが、精一杯頑張りますの
でよろしくお願い致します。
さて、平成 年度は、改元
を次年度に控えた大きな節目
の年であり、東京オリンピッ
クも余すところ 年に迫って
来ました。目を転じれば、寒
川町も符牒を合わせるように
寒川町総合計画「さむかわ２
０２０プラン」後期基本計画
第 次実施計画に基づく施策
面で重要な案件がスタートし
ます。
また、平成 年度には、寒
川町公共施設等総合管理計画
が公表されていますので、今
後は一気呵成の進捗も予想さ
れますが、大きな案件であれ
ばあるほど町民の生活に影響
が及ぶことから、行政側には
早目の内容案内と丁寧な説明
を心掛けることが求められる
でしょう。
加えて、町は今春から新た
なブランド戦略（「高座」の
こころ。）を打ち出しました
が、前述した第３次実施計画
との連動・整合性を図ること
が今後の課題であると思われ
3

自 治 会 の 活 動 報 告

寒川町の各自治会ではより住みよい地域としていくため、お祭りやサロンなど住民同士の交流
を深めるためのふれあい行事、日頃の生活に欠かすことのできないごみ集積所の清掃や管理、誰
もが安心できるよう防災訓練や防犯活動を行っています。自治会だよりでは町内全２２自治会そ
れぞれが地域の特色を活かして実施しているさまざまな活動の一部を紹介します。

人と人とのつながりを
大切にした自治会活動
を目指して
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菅谷台自治会………………………

8

県営寒川もくせいハイツ
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田端自治会

月 日（土）に行った
敬老会は、 歳以上のお年
寄りを地域集会所にお迎え
し、料理やアトラクション
でなごやかに楽しんで頂き
ました。集会所の窓辺に用
意した特設ステージでは、
さわやか倶楽部のダンス、
マジックショー、それに歌
＆トークショーで会場は大
きな笑いと拍手で盛り上が
りました。テーブルには折
詰弁当、刺身、飲物、紅白
饅頭、それに福祉部会女性
陣の心のこもった吸い物と
香の物が並び、みんなでお
年寄りの長寿を祝いました。
こうした手づくり行事が
高齢者にも優しい地域づく
りの一つになっています。
75

一之宮東自治会

28

例年、一之宮東自治会で
は初夏と秋の２回にわたり
一之宮東農園での収穫祭を
行っておりました。今年度
は初夏のジャガイモの収穫
のみでしたが、５種類のジ
ャガイモの収穫を楽しみ、
親子連れや高齢者の方々な
ど約 名もの参加者でにぎ
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手づくりで祝う敬老会
田端は町の〝南玄関〟と
も言われ、縦横に幹線道が
走っています。南北には産
業道路と旧県道、東西に藤
沢大磯線と湘南銀河大橋、
そして圏央道南インターが
あり交通至便な地域であり
ます。
田端自治会約４００世帯
は、４月の矢島公園の桜ま
つりから始まり、５月の地
区戦没者慰霊祭、８月の盆
おどり、 月の敬老会、
月の自主防災訓練、２月の
子どもと高齢者〝昔の遊び
交流会〟、そして毎月の交
通安全・防犯パトロール等、
地域住民が安心して楽しく
暮らせるように活動いたし
ました。
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わいました。
この収穫祭には、普段あ
まりお付き合いのない方々
も多く参加していただき、
つながりづくりの場という
自治会の一面を生かせたの
かなと思います。
なお、収穫祭はこれまで
農園の世話を一手に引き受
けて下さった方が、高齢の
ため体調を崩し、やむなく
休耕になりましたが、今後
も新たな地域のつながりづ
くりを目指した活動を模索
していきたいと思います。
また、顔の見える地域づ
くりや交通安全・防犯につ
なげることを目標に南小学
校に通う地域の小学生との
交流を行いました。 月３
日に開催された南小学校Ｐ
ＴＡが主催する「南まつ
り」に自治会として参加し、
取り組んでおります。
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当日、東自治会は 円、
円、 円の駄菓子を販売
いたしました。多くの子ど
もたちがお店いっぱいに集
まり大盛況でした。おじい
さんやおばあさんと一緒に
小さな子どもや、顔見知り
の子どもたち、中には中学
生の方も駄菓子を買いに来
られ、交流のひとときを過
ごしました。
このほかにも当自治会で
は、地域のつながりを大切
にした事業の推進を図って
います。会員の皆様に自治
会活動や運営について情報
提供を行い、理解を深めて
いただこうと、「一之宮東
自治会だより」を年２回刊
行しています。
地域の中で顔の見える自
治会を目指すため、これか
らも会員の皆様と共に歩む
自治会として、一歩一歩前
進していく所存であります。
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小谷自治会
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地域の絆づくりと
健康増進は足元から

小谷自治会の区域は、少
し足を延ばせば町内に点在
する由緒ある史跡等に接す
ることができる恵まれた環
境に位置しています。そこ
で、この地の利を生かしつ
つ会員の親睦と健康の増進
を図る一石二鳥の策として、
「健康ふれあいウォーキン
グ」を５年前から始めまし
た。秋も深まった 月 日
（土）に開催した今年度の
様子を紹介します。
前日から降り続いた雨は
集合時間の 分前に晴れ上
がり、穏やかな晩秋の日射
しに見送られての参加者は
総勢 人。小谷地域集会所
を出発し、北部文化福祉会
館→旧目久尻川沿い→寒川
中央公園（昼食）→菅谷神
社→青少年広場ののち小谷
地域集会所に戻ってくるル
ートです。
小休止ごとに、その場所
の歴史や由来を披露するガ
イド役（もちろん参加会員
の方）の名調子が続く中で、
昼食休憩となる中央公園に
到着です。ブルーシート敷
きの場所には弁当とお茶が
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岡田もくせいハイツ自治会

させるためには普段からの
お付き合いが大事であると
同時に、理想である１週間
分の食料・飲料水の備蓄を
何故どこに保存するかも課
題となりました。
その後の三角巾講習が今
日一番の盛り上がりで、以
前習った人には再確認がで
き、初めての人には多彩な
使い方が良い経験になった
ことと思います。また、簡
易トイレの講習では備品と
同じ物を使い、組み立てと
使い方を学び今後に活かせ
ればと思います。
場所を屋外に移して、初
期消火とポータブル発電機
の講習に移りましたが、消
火器の操作は体験する機会
が多いためかスムーズにい
き、また、今回使用のポー
タブル発電機はカセットガ
スボンベを使用するタイプ
で、女性でも操作できる点
が非常に良く、カセットコ
ンロとセットで備えておけ
ば利用価値は高いのではと
思いながら見ていました。
今回の防災講習を終え、
日々進歩している用品・機
材についての情報を得る努
力と、今ある備品を十分に
活用できる繰り返しの訓練
が大切であると強く感じた
一日でした。

30

防災講習の実施

30

当自治会では、高齢化が
進む中で防災活動をいかに
定着させるかが課題です。
月 日（日）に、茅ヶ崎
警察署・寒川町町民安全
課・寒川町消防署のご協力
により防災講習を参加者
名余で実施しました。
講習内容としては、防災
についての講話と防災備品
の使い方の二本立てです。
防 災 講 話 で は、
「自 助」
・
「共助」
・
「公助」の三つの
助けがあり、大きな災害が
起きた場合、行政の救援で
ある「公助」が来るまでは
３日位かかるので、それま
で自分の身を守る「自助」
と、隣近所で助け合う「共
助」が大切であるというお
話でした。「共助」を機能
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準備され、常連の方からは
漬物やスイーツが振る舞わ
れて、よもやま話に花が咲
くとはこのことでしょうか。
気を引き締めて臨んだ後
半は、穏やかながら起伏に
富んだ道もあって食後の運
動に適した道行となり、和
気藹々の内に約８ｋｍを全
員が無事に踏破して終点の
集会所に到着。お互いの健
脚を称えあって散会しまし
た。

岡田東自治会
納涼盆踊り大会について
夏の納涼盆踊り大会は協
賛団体の祭り囃子、踊りク
ラブ、交通指導員、第四消
防団等との調整をし、昨年
度は８月５日（土）に開催
しました。夏の夜に地域に

住む人々が岡田地域集会所
に集まり、曲と祭り囃子の
太鼓の音に合わせて、花で
飾れたやぐらを囲んで、踊
りクラブの浴衣姿人と参加
者と盆踊りを楽しみました。
待ちに待った、今年もや
ります大抽選会の賞品は、
特賞に自転車、その他の賞
品は、日用品としました。
踊った後の抽選会を行い、
みんなで幸せを分ち合いま
した。昨年の特等者からの
感想文中に、お母さん方が
踊っているのを見ている
と仕事に追われた日々が癒
されるという感想も頂きま
した。皆様に準備から運営
までご協力いただき有難う
ございます。今年も地域の
福祉と親睦のために岡田東
自治会は頑張ります。

一之宮北自治会

自治会自主防災活動
について

4
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一之宮西自治会
第１回防災フェスティバル
夏だ・祭りだ・白梅祭り

ハワイアンダンス・子ども
達を対象としたそうめん流
しを実施しました。流しそ
うめんには 名以上の子ど
もが参加してくれました。
また各種模擬店も出店し、
実行委員はアロハシャツで
夏の祭典のムードは盛り上
がり、夕方より御社を囲み
盆踊りなども行われ、屋台
巡行が始まるまで開催され
ました。今後も会を重ね一
之宮に根付く、新たなお祭
りを目指し取り組んでまい
ります。

一之宮北自治会での自主
防災の活動としては、８月
に普通救命訓練、 月に地
域防災訓練を実施してきま
した。そして、今年度から
１月には多くの人が集まる
どんど焼きに合わせて炊き
出し訓練も行いました。こ
れは防災で数歩先んじてい
る一之宮西自治会との合同
開催とし、学習するには良
い機会となりました。
有事の際には、率先した
行動が不可欠となります。
例えば、並んでいるだけで
は毛布は配られないですし、
誰かが作らなくては食事も
とれません。災害対策本部
との連絡も組織だった対応
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開催

毎年、八月第一土曜日は
一之宮屋台三町（西・北・
東）の屋台巡行が明治の時
代より今日まで継承され、
昭和 年寒川町指定重要文
化財として認定されました。
この祭典をさらに地域で
盛り上げ、屋台巡行の継承
と併せ地域交流の輪を広げ
ることを目的に、一之宮天
満宮・一之宮地域集会の二
会場で防災専門部会が主体
となり、第一回防災フェス
ティバル 夏だ・祭りだ・
白梅祭りを開催しました。
集会所では防災グッズ・
パネル等々の展示を天満宮
では大正琴の演奏・踊り・
51
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先等を決定し自治会員に参
が不可欠です。住民自治と
は何か。自主防災とは何か。 加を呼びかけます。今年は
「佐野厄除け大師」「鑁阿
平穏な日々の中でその意義
を忘れてしまいます。私は、 寺」です。自治会員のみな
らず近隣の方々より多数の
多くの被災地で生の声を聞
参加を頂きました。当日は
く機会に恵まれましたが、
早朝より好天に恵まれ、富
この意義をきちんと見直さ
士山、大山山系が美しい高
なければならないと痛感し
速道路の旅の始まりです。
ています。
主催者らの挨拶ののち、す
自治会内の住民が顔を合
ぐに歓談と飲食が始まり、
わせる機会を増やし、会話
たちまちに目的地付近まで。
を交わして親交を深める。
参拝はもとより、八木節の
単純に思えることの繰り返
実演を聞き、国遺産の「足
しこそが、唯一無二である
利学校」の見学と盛り沢山
と信じています。
の内容です。帰路も順調で
もっと自治会活動を身近
満席に近いバスの中、不調
にしなければならないと痛
を訴える方もなく 名全員
感していますし、会員のみ
が笑顔で到着できました。
なさんにも自治会活動を身
大蔵自治会では様々なイ
近なものとして考えて欲し
ベントを通じ地域の触れあ
いと願っております。
いを密にし、不測の事態に
遭遇した時、強い共助がで
きるように活動しています。

大蔵自治会

宮山自治会
年度自主防災組織訓練

りました。約 名の参加者
には、自治会が用意したク
リスマス・プレゼントが配
られるとともに、自治会四
役からのプレゼントの抽選
会が行われ、皆さん大変盛
り上がって、賑やかに交流
が続きました。
自治会行事として定着化
してきたふれあいサロンで
すが、今後は男性層にも興
味ある催し物等で、とかく
孤立しやすい男性参加者の
比率を高めるような配慮が
必要だと思います。

猛暑日が続く７月９日
（日）、午前９時より自主
防災訓練は始まりました。

チビッ子も参加の
自主防災訓練

県営寒川もくせいハイツ第二自治会

30

治会自主防災組織役員の確
立を図り、自主防災組織訓
練を継続することが挙げら
れます。防災訓練参加いた
だきました皆様方の御理解
と御協力に感謝申し上げま
す。

9

倉見自治会

24

新春を寿ぐ

12

29
宮山自治会では平成 年
度には、さむかわ中央公園
において自主防災組織訓練
を実施致しました。防災対
策には町民と行政との連携
を図り、最新の情報を正確
に伝え合う仕組みこそが人
命や財産を守る唯一の手段
だと思います。デジタル化
された昨今では確かに便利
にはなりましたが、便利さ
だけの追求は温暖化、オゾ
ン層破壊といった自然界の
バランスが狂う要因の一つ
になっているのではないか
と災害が発生するたびに頭
をよぎります。いかに文明
が進んでも人を助けるのは
やはり人間だと思います。
今後の課題として、宮山自

ふれあいサロン「絆 く
らみ」は、平成 年 月に
開設し、高齢者世代との交
流促進を図ってきました。
倉見自治会が主催し、倉見
地区民生委員の協力により、
毎月第三水曜日に実施し、
軽い体操に始まり、教室、
講話等のイベントののち、
茶菓子を囲んで参加者間の
交流を深めています。
月は、茅ヶ崎保健福祉
事務所を通じてお願いした
講師による、認知症予防体
操（コグニサイズ）を実施
しました。講師の軽妙な話
し方に思わず引き込まれ、
終始笑いが途切れることな
く、体を常に動かしながら、
グループで連想ゲームやし
りとり等を行いました。約
１時間の講座でしたが、楽
しみながらの時間経過は早
く、直ぐに茶飲み談笑に移
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初詣バスツアーについて
当会会員は比較的若い世
代が多く、毎日元気な子ど
も達の登校風景が見られま
す。中高年の方々も様々な
サークル活動を通じて地域
で活動しています。今回は
「初詣バスツアー」を紹介
します。「初詣バスツア
ー」は毎年１月中旬に開催
しており、大蔵長寿会で行

43

29

今回はチビッ子の参加もあ
り合計 名が参加するなか、
主催者挨拶のあと寒川町危
機管理課や大蔵消防分団長
の挨拶及びメンバー紹介・
茅ヶ崎警察署による防犯関
係の報告があり訓練はスタ
ートしました。最初の訓練
は、煙で充満された集会所
内を８人グループ毎に身を
低く、ハンカチ等で口を覆
いながら壁沿いを ｍ程の
煙体験をしました。
次に屋外にて炊出し訓
練・消火器の取扱と初期消
火訓練を実施（その間に集
会所内の煙を除去し次の訓
練準備）、チビッ子も上手
に放水でき参加者から拍手
喝采でした。
その後訓練は、煙もなく
なった集会所内に移動して、
簡易担架訓練・車いす取扱
訓練及びＡＥＤ取扱訓練を
59

21

しました。特に簡易担架訓
練は複数の人の和が大事、
担架も家にある毛布やシー
ツ等でも担架代わりになる
と学習できました。一通り
の訓練が終わると炊き出し
の非常食を食して自主防災
訓練は成功裡の内に終了し
ました。次回は子ども会及
び老人会にも呼び掛けてさ
らに多くの参加者が得られ
るよう取り組むとともに、
このような訓練を繰り返す
事により安全・安心を身に
付くようにしたいと思いま
す。
終わりに当たり、関係部
署及び団体の関係者に御礼
申し上げます。

一之宮ソフィア自治会

自治会活動 に つ い て
少子高齢化に伴い、年々
自治会行事への住民参加が
減少していく中、本年度は
自治会活動への住民参加者
をいかに増やすかを第一の
目標としました。
ポスターの掲示、前日の
構内放送や参加呼びかけチ
ラシを全戸配布するなどイ
ベントの告知を徹底すると
ともに、イベント自体も子
ども達が喜んでくれそうな

内容にし、和やかな雰囲気
を作り実行しました。
また、美化運動にはたく
さんの方々に参加して頂き
ました。防災訓練では、町
や消防署、消防団のご協力
のもと、子ども達が消防士
の制服を着て消防車に乗っ
たりできて好評でした。防
災訓練の参加者は前年の約
二倍となり、年間を通して、
すべてのイベントで大幅な
人数増加につながりました。
顔見知りが増え、その中
に子ども達の姿があれば、
自然に交流も深まり、有事
には大きな助け合いになる
と思います。こうして、少
しずつできていく住民同士
のつながりを大切にしたい
と思っています。また、課
題も見つかりました。今後
も良い方向に進めながら、
住民同士の絆を大切に活動
していきたいと思います。

6
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岡田西自治会

災害発生時の自助

今年も町の防災訓練で基
本を学び、地域の自主防災
訓練で実施訓練を行い、施
設を使用した体験型訓練を
するために、山梨県中央市
にある山梨県立防災安全セ
ンターに行きました。
発災時に自分の身は自分
で守る「自助」を実体験で
経験し、いろいろな状況で
も冷静に判断と行動ができ
るようにする訓練です。目
で見て、耳で聞いて、分か
っているから、「自分は大
丈夫、何とかなる」と思っ
ていませんか？ その自信
が危険ですので実体験訓練
をします。
今回の内容は、いかなる
状況でも大きい声を出す声

出し訓練。４人掛けテーブ
ルに座り、テーブルの中に
どのように身を隠し、縦・
横揺れどちらでも安全に対
応できる訓練。消火器で火
を消す訓練。段ボールで作
った避難所の実体験。煙訓
練等でした。
今回で４回目になり、昨
年から岡田東西自治会とも
合同で行っており、参加者
も毎年増えています。「勉
強と共に近所の懇親も深ま
りました」との声も頂いて
おります。
いつどこでふりかかるか
分からない自然災害に自ら
で対応できる経験と自信を
皆さんと習得することがで
きました。自助ができての
共助です。そして公助につ
ながります
まだまだ課題はいろいろ
ありますが、今後も地域の
「安全・安心」を第一に、
行政と安全の仕組みづくり
を今後も継続していきます。

新橋アパート自治会

ＤＩＧ訓練Ⅰ

新橋アパート自治会では
毎年３回自主防災訓練をや
っています。平成 年２月
に実施した最後の防災訓練

29

はＤＩＧ訓練をやりました。
合いができるきっかけにな
筒
井
自
治
会
災害を想像して白地図に
ればと思っています。新し
避難所や経路、記憶を頼り
い事業というのは、人・も
自
治
会
活
動
は
に町の防災設備を皆で書き
の・金等々大変なことです
地道に気長に
込み、地域に不足している
が、周りの人達の理解と協
自治会活動は特別なこと
物を見出す訓練です。
力と援助により進めて行け
をするのではなく、地域に
中央公園築山の下は備蓄
ると感じます。
引き継がれている行事や活
倉庫、寒川駅北口公園には
「正月の獅子舞」は商工
災害時トイレになるベンチ。 動を地道に続けていく事で
会のご協力により、地域に
す。ここ数年は幅広い世代
消火栓の位置、ヘリポート
来て頂き、身近に体験させ
の人が参加しやすいように
等皆良く知っているなと感
ていただき、皆に喜ばれて
工夫して来ました。
じました。
いるようです。
例えば、「夏祭り」では
避難経路については通学
当自治会も御多分に漏れ
子ども主体は変えず、お父
路では塀の倒壊の恐れもあ
ず、大きな課題を抱えてい
さんお母さん、お爺ちゃん
り、今後検討が必要です。
ます。人材の確保という課
お婆ちゃんも参加しやすい
Ⅱでさらに追求し、Ⅲでは
題です。役員のなり手不足
ように模様替えし、大勢の
実際に現場検証する予定で
に悩んでいます。問題は自
参加者を得ています。
今後に続く訓練となりまし
らの業務分割ができていな
毎年の自主防災訓練では、 い組織・制度にあると考え、
た。
「自主防災活動」に安否確
皆が参画しやすい組織・制
認を組み込み、制度の周知
度を目指し、改善に着手し
を図り、理解者を増やして
ています。
います。
時間は要すると思います
これからも継続する、ご
が、皆さんの協力を仰ぎ一
近所同士として自然な付き
歩一歩進んで行きたいと思
います。ご協力をお願いし
ます。

宮山南部自治会

自治会の防災活動
について
宮山南部自治会では寒川
総合体育館が避難場所とい
うことを全自治会員に伝わ

るように回覧板で周知を図
りました。
また寒川町役場で作成し
ている災害時に常備してお
けばよい物をまとめた冊子
を各家庭に配布しました。
月には自主防災訓練を
行いました。当日は夜に台
風上陸が予想されていた中、
名ほどの自治会員の方が
参加して下さいました。天
候のこともあり早めに終わ
らせるようプラン変更をし
ましたが、発電機の使い
方・ＡＥＤの使い方・心肺蘇
生法・ビニール袋を使った
応急処置などの訓練、テン
トや簡易トイレの組み立て
を行い、分かりやすい訓練
を受けることができました。
いざという時に各自で準
備し行動でき、また防災訓
練等で顔見知りになること
で、地域等で助け合えるよ
うにできればと思います。

小動自治会

平成 年度年間活動報告

当自治会は、３８４戸
組で構成されています。
７月 日（日）には、自
主防災訓練を実施しました。
今年は、煙体験、アルファ
米の炊き出し訓練、初期消
火訓練、車椅子の取り扱い、
三角巾・ＡＥＤの使い方を
学び、参加者にとっては貴
重な体験となりました。
月 日（日）には、小
動神社祭典が開催されまし
た。昨年の秋は雨天が多く、
祭典当日も雨が降り続いて
いましたが、予定通り子ど
も神輿の町内渡御が行われ、
夕方からの奉納演芸では地
域の子どもたちのお囃子演
奏や歌自慢な方々のカラオ
ケ大会が行われ、ゲストに
は演歌歌手を招きステージ
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は多いに盛り上がりました。
月に毎年住民の親睦を
目的として各対抗でゲート
ボール大会を開催していま
したが、今年度から種目を
変更してグラウンドゴルフ
を行うことになりました。
新種目でしたがルールがシ
ンプルなこともあり大きな
混乱もなく、また天候にも
恵まれ、子どもからお年寄
りまでスポーツを楽しむこ
とができました。参加者に
は豚汁やおにぎりも振舞わ
れ、住民同士の親睦の場と
なりました。
小動自治会ではこの他に
も、チャレンジデーへの参
加、夏休みのラジオ体操、
ゴミ集積所の清掃管理、小
動神社の清掃、小動神社例
祭の手伝い、通学路の見守
りなど会員それぞれができ
ることを協力し合って行っ
ています。
会議や懇談会の場として
必要不可欠な地域集会所は
築 年を超え改修が望まれ
ます。また、若い世代が自
治会活動に積極的に参加で
きるように工夫していくこ
とが今後の課題です。
11

33

幸いにして、平成 年度は
このような災害はなく、ま
ずはひと安心の年でした。
平成 年度の自治会活動
では、例年通りの夏祭りや
安否確認、防災訓練に加え、
５年ぶりに２回目の文化祭
を地域世代間交流の一環と
して、シニアクラブが主体
となって 月に開催しまし
た。出展作品は絵画、書道、
押し花絵、カットワーク、
写真、生け花、盆栽、菊花
鉢、編み物、手芸、児童作
品など多岐にわたります。
開催期間中には児童による
クラフト作りや約二百人分
の豚汁を提供し、好評でし
た。参観された方から、才
能豊かな会員が多くおられ
ること、展示を見て、暖か
さを感じるなどの感想を頂
きました。５年と言わず、
もっと短いサイクルで開催
ができればと考えています。

振り込め詐欺に
騙されないように

新町自治会

8

近年、全国的に多発し、
減少が見られない振り込め
詐欺事件について、私達が
その被害者とならないため
に、新町自治会においては
昨年春から自治会会員に呼
び掛け、さらに強固に自覚
していただくため７月 日
（木）に茅ヶ崎警察署の職
員を講師として招き、会館
を利用して講演を聴取しま
した。「全国的に」と表現
すると身近に感じない方が
おられると思いますが、茅
ヶ崎警察署管内において昨
年（平成 年 月末日）は
１０６件、被害総額２億１，
５００万円、私ども寒川町
においては８件、被害総額
５，２００万円と少ない金
額ではありません。
被害対象となりやすい高
齢の方が集まるミニサロン
を利用して講和とＤＶＤを
利用しての講演も開催しま
した。
その中で、「自分たちは
お金を持っていないから」
「自分は大丈夫」という考
えを払拭し、
・子どもが大変だ？ すぐ
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中瀬自治会

課の協力もいただき改善し
ています。
自主防災訓練も「自らの
身は自ら守る」「自分たち
の地域は自分たちで守る」
を基本理念に、住みよい地
域作りを目指して活動して
います。
日頃からの自治会活動に
積極的に参加していただき、
少なくとも、ご近所とのお
付き合いを深めなければ、
災害発生時に何の協力体制
も取ることはできません。
この絆づくりこそ自治会活
動の原点だと考えます。
また、引っ越して来られ
た方への自治会加入促進も
課題になっていますが、基
本的には自治会活動をご説
明し理解を求め、自治会加
入に結びつけ、地域の絆を
さらに深め住民同士つなが
りを持てる場でありたいと
思っています。

越の山住宅自治会

文化祭開催
当自治会は青少年広場に
隣接し、小出川と越の山に
挟まれた区域にあります。
その為、小出川の氾濫や越
の山側からの溢水による水
害が発生しやすい区域です。

29

11

自治会活動 に つ い て
中瀬自治会は旧中瀬村を
母体とし、東に発展してき
ました。景観寺や中瀬大神
といった中瀬村からの伝統
を受け継いで、夏祭りやど
んど焼きといった年間行事
に取り組んでいます。
催事には婦人会、中瀬大
神、いきいきサロン、消防
第 分団に協力をいただき
伝統を守っています。 年
度も夏祭りには岩手県人会
の皆様方を招き、盛岡さん
さ踊りや恒例の盆踊り大会、
子ども達へのプレゼント企
画も披露することができま
した。
自治会としては、自主防
災対策、安心安全対策、環
境整備等に対し、町民安全
10

29

29

にお金を用意しなきゃ
大曲自治会
…オレオレ詐欺
・少しでも儲かるなら
備えあれば憂いなし！
…投資詐欺、劇場型詐欺
・何か貰えるなら
いつ発生してもおかしく
…巧み
ない大規模地震に対して、
 な話術や異様な雰
大曲自治会でも毎年 月下
囲気の中で購入契約
旬に「まちかど防災訓練」
・無料なら
…無料の誘い文句で契約、 を実施しています。

参加者は、大曲神社に集
悪質商法かも
合し、受付時に安否確認カ
という電話には気をつけ
ードに、名前と八つに分け
る、さらに電話の会話の中
たブロック名を記入します。
で「お金」の話が出たら
大曲神社では、発電機や
「それは、詐欺」と疑うよ
チェーンソーの操作を体験
うに指導を受けました。
し、体験が終了すると避難
今後、詐欺事件を起こす
誘導訓練に移り、避難誘導
犯人は、手口を変え、言葉
班の指示のもと、一時避難
巧みに誘うとのことをミニ
所である大曲地域集会所へ
サロンで 名の方が傍聴し
と移動します。
ましたが、皆さん方が「自
地域集会所では、心肺蘇
分の身は自分で守る」とい
生・消火・ロープの結び
うことの再認識をしたとこ
方・炊き出し訓練を順番に
ろです。
体験していきます。また子
ども達だけの体験もあり真
剣に取り組んでいます。
さらに町消防職員による
天ぷら油火災実験を行い、
火の回った天ぷら油に水で
消火する瞬間は、 ～ メ
ートルに達する火柱が立ち
上り、始めて見る方は驚き
の表情でどよめきが起きま
す。
訓練終了後には、炊き出
しの豚汁と炊飯袋で炊き上
30

げた白米。さらには消費期
限が近づいたアルファ米の
試食を行い、訓練終了の安
堵感からか、和気あいあい
と頬張っていられました。
また、自治会事業として
は、敬老事業、文化事業、
パトロール隊による巡回や
見守を実施し安全安心な地
域づくりのための事業を展
開しております。
本年初めて会員相互の交
流親睦事業として、大曲地
内の柿栽培をされている方
のご協力をいただき、柿狩
りとバーベキューを計画し
ましたが、残念なことに季
節外れの台風の影響で中止
となってしまいました。
今後も、地域のつながり
「絆」づくりを念頭に、大
曲に住んでよかった、と言
われる事業を展開していき
ます。

8

菅谷台自治会

いる当会ですが、最近若返
り少し進みました。今年度、
２世帯小さいお子さんをつ
れた若夫婦が入会され５年
間で５％若返りました。老
人中心だった行事も一部若
者向けにやろうという声が
出て来ました。
また 月に行った集会場
の大掃除には、いざという
ときに備えての防災倉庫の
整理も必要だと感じました。

12

自治会活動について

７月２日は雨で延期とな
ってしまった寒川町美化運
動が、菅谷神社の祭祀と重
なってしまい、参加者が集
まるか心配しましたが、思
ったより多くの人が集まり、
楽しく作業して、トラック
２台分の樹木の枝やゴミを
集めることができました。
高齢化が極端に進んでい
る自治会なのでケガなどの
防止に気をくばりながら作
業しました。慣れないチェ
ーンソーや電動カッターを
扱う老人達を見ていてハラ
ハラ心配していましたが、
若い人達が多く参加され親
睦の芽が少しだがでてきた
ように思えました。
三役全員が 才を超えて
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自 治 会 に 加 入 し ま し ょ う
町内には２２の自治会があります。自治会では、住民の生活に欠かせない活動
（防災活動、避難行動要支援者、ごみ集積所の管理と清掃活動、防犯活動など）、
住民同士の交流を深めるための活動（各種行事、高齢者ふれあいサロンなど）を
実施しています。皆さんが住んでいる地域を住みやすくするために自治会に加入
しましょう。

自治会マップ
倉見
駅

※自治会への加入につきましては、
お住まいの地域の自治会長へ直接
ご連絡ください。

線

新幹

倉見自治会

宮山自治会

小動自治会

宮山駅

小谷自治会

目久尻川

相模
線

宮山南部自治会

大蔵自治会
新橋アパート自治会

一之宮北自治会

岡田西自治会

寒

菅谷台自治会
岡田もくせいハイツ自治会

県営寒川もくせいハイツ第二自治会
越の山住宅自治会

川

駅

岡田東自治会

一之宮ソフィア自治会

新町自治会

一之宮西自治会

一之宮東自治会

中瀬自治会
筒井自治会

大曲自治会
田端自治会

田端自治会
一之宮東自治会
一之宮西自治会
一之宮北自治会
一之宮ソフィア
自治会
中瀬自治会
筒井自治会
大曲自治会

岡田、岡田3〜5丁目、
岡田8丁目
岡田、岡田1〜3丁目、
一之宮1丁目、一之宮8〜9丁目、
岡田西自治会
岡田5〜6丁目
中瀬
一之宮1〜2丁目、岡田、
新町自治会
一之宮、一之宮2〜8丁目
岡田1丁目、岡田3丁目、
小谷、宮山
越の山住宅自治会 岡田8丁目
一之宮1〜5丁目
岡田もくせいハイ 岡田7丁目
一之宮7丁目
（一之宮ソフィア茅ヶ崎内） ツ自治会
（寒川もくせいハイツ内）
県営寒川もくせい 岡田7丁目
一之宮1丁目、中瀬
ハイツ第二自治会 （寒川もくせいハイツ内）
菅谷台自治会
中瀬
岡田7丁目
岡田、岡田7丁目、大蔵、
大蔵自治会
大曲
小谷、小谷1丁目
田端

岡田東自治会

小谷自治会

岡田、岡田5〜7丁目、
大蔵、小谷、小谷1〜4丁目

小動自治会

小動

宮山自治会

岡田、小谷、宮山

新橋アパート自治会 宮山（新橋アパート内）
宮山南部自治会

一之宮、宮山

倉見自治会

倉見

自治会に関するお問い合わせは、
寒川町協働文化推進課協働担当（７４－１１１１

内線２７１・２７２）まで
さむかわ自治会だより 第50号
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