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子防犯協会長の挨拶についで

佐藤高尾警察署長、杉山八王

【町自連研修会】
講演に移り、東京都青少年・
治安対策本部治安対策課の村
元弘課長が、詐欺の実態を十
分認識して頂くため、寸劇を
同課の職員と日本アートプロ
ジェクトのメンバーが演じて
連研修会を開催しました。

詐欺の被害者は、高齢の女

ていました。

の皆さんは思わず引き込まれ

手の確認ができます。②ＡＴ

実感のこもった演技に、会場

三月三日 火( 八) 王子市芸術
文化会館いちょうホールの大

性が多く①先ず「合言葉」を

です。怪しいときは直ぐ

ホールに於いて、テーマは

警察はもとよりテレビまで

一一〇番することが大切と話

Ｍからの振込み限度額を少な

振り込め詐欺にあわないよう

されました。

講演の後、小林隊長指揮の

く設定するなどの工夫も必要

にとＰＲしていますが、被害
は依然として後を絶ちません。

警視庁音楽隊とカラーガード

で開催しました。

八王子・高尾両警察署の協力

ＮＰＯとの

意見交換始まる！

昨年十二月二十二日、町自

連とＮＰＯ法人八王子市民活

動協議会による意見交換会が

開催されました。

交換会には、市の松日楽協

働推進課長も同席し、地域で

活動する団体間の新たな連携

について、田中会長と同協議

会の石井理事長による意見や

情報の交換が行われました。

同協議会は、八王子市市民活

動支援センターの指定管理者

で市内のＮＰＯ等の市民活動

を支援する中間支援団体です。

地域には防犯、防災、環境、

全安心で住みよい町にしよう

と市や様々な団体と協力し

日々取組んでいます。一方で

ＮＰＯと呼ばれる市民活動団

体も地域の課題に対し、専門

的に、柔軟かつ積極的に取組

の活動を知り、同じ市民、地

に活動するのではなく、双方

め詐欺抑止緊急対策協議会と、 んでいます。それぞれが個別

月に発足した八王子市振り込

子・高尾両防犯協会、昨年八

催、後援は八王子市、八王

今回の研修会は、町自連主

キング」が演奏されました。

アンコールで「トロンボーン

は「セキュリティ・ポリス」、 は、ご近所力 地( 域力 を) 発揮
「夕焼け小焼け」など六曲と、 してそれら課題を解決し、安

同隊のカラーガード Ｍ( ＥＣ ) 少子高齢化をはじめ様々な課
の演技が華を添えました。曲 題があり、私たち町会自治会

警視庁音楽隊の吹奏楽演奏に

都青少年・治安対策本部長、

黒須八王子市長、久我東京

講演で理解して頂きました。

まうかを、模擬実演を加えた

うに振り込め詐欺にあってし

の実態を知って頂き、どのよ

会・自治会会員の皆さんにそ

め詐欺の根絶を目指して、町

町自連では、これら振り込

した。

二億二千万円の多きに上りま

は、百四十六件で被害総額は

平成二十年、八王子市内

ないために」

町会自治会数
で発生した振り込め詐欺

家族で決めておくことで、相

講演と実演の一コマ

「振り込め詐欺の被害にあわ

昨年に引続き、今年も町自

と演奏会！

詐欺の絶滅を！」

防犯講演「振り込め

23区322 加入世帯数122,573世帯
9月5日現在

域活動をする団体として手を

必要性を確認し合いました。
会の無い団地の「自治会作

開催して連合会づくりと自治

訓練」と整列後の報告をする

会場の東谷公園までの「移動

までの訓練を行いました。そ

また、意見交換会は、今後
も継続することとなりました。 り」を進めている「鑓水尾根

防災訓練であり、今後の地域

地域にとって大変意義のある

今回の訓練は「地域防犯防

「アルファ米」と「トン汁」

http://www.hinoden.co.jp

〒192-0071 東京都八王子市八日町 6-2
TEL 042-623-2291 FAX 042-621-1133

とり補い合うことで、より豊
かな地域コミュニティを創れ
なお、市内の市民活動団体は

ご車体験」「救急救護訓練」

協議会」の活動も紹介します。 の後、三班に分かれて「はし

るのではないか、というのが
今回の意見交換会の趣旨です。 市協働推進課や市民活動支援

福治

今年から町会自治会の活性

災共助事業」そのものであり、

いました。

「初期消火訓練」を順番に行

鑓水尾根地区
防災訓練開催

木村

鑓水尾根協議会
会長

平成二〇年十一月二十四日、
鑓水尾根協議会に参加の集合
住宅が隣接する東谷公園をメ
イン会場として、第一回防災
訓練が盛大に行われました。
従来は、各集合住宅が個々
に行っていましたが、大規模
災害を想定して、五団体が初

化、会員拡大を図るための支

防災活動に大きな一歩を踏み

めて合同訓練を行ったことは、

援策として「町会等地区連合

出したものと確信しています。 東京都の「地域の底力再生事

「防災資機材」を使って設営

会交流事業補助金」制度がス

三地区の活用報告

《交流事業補助金》

進課 ℡( 六二〇‐七四〇一 又)
は町自連事務局まで。

うものです。詳細は市協働推

活動に対し東京都が助成を行

は、町会とＮＰＯが連携した

地区連合会が行う活動、或い

二十一年度に町会自治会や

業助成」募集開始！

東京都「地域の底力再生事

【お知らせ】

センターで紹介しています。

自治会長経験者の石井理事
長は、町会活動の重要性や運
営の大変さを実体験もかさね
「多様で広範な町会活動をＮ
ＰＯが学ぶこともあれば応援

住民の関心が高いことを示し

する等、近隣では見られない

当日は、約四百名が参加し、 業助成金」を活用して揃えた

消火訓練の一コマ

タートしました。今年活用さ

力 し て よ い ま ち に し た い 」 、 れた地区連合会の「補助金事

たもので、指導を受けた消防

できる分野もある。互いに協

業」の報告を掲載することに

田中会長は「地域の人材を地

防災訓練となりました。
訓練は、集合住宅毎に「緊

を振舞い、食べている様子は

訓練終了後、参加者には
急避難訓練」を行い、メイン

場を頂きました。

署からも総評の中で賞賛の言
中には鑓水地区で、近隣の
自治会・管理組合をまとめ数
年前から「夏祭り」を合同で

担当 澤渡

659 ー 7080

松日楽課長・田中会長・石井理事長

しました。

域活動へ引っ張っていくのは
町会の仕事であり町会活性化
の鍵である」と今後のまちづ
くりを熱く語り合い、連携の

ー定休日ー
第 1・第 3 日曜日

ヒノデン

株式
会社

三井住友海上代理店

営業 平日・土曜 AM 9:00〜PM20:00
時間 日曜・祝日 AM10:00〜PM18:00

その 保 険はあなたを 守れる保 険ですか？
損 保・生保 のご相 談はさわたりFP事務 所へ

事務機器・事務用品・オフィス家具の事なら
何でもご相談ください。

八王子市町会自治会連合会
自治会活動賠償責任保険取扱い代理店
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れ、次年度以降も更に充実し

貴重な体験の充実感に満たさ
あの情景を思わせるような大

の活躍で日本中が沸き立った
ます。

とともに最大の効用だと思い

くてはなりません。

しっかり見据えて検討をしな

り、去る二月一日～二日、福

どの観点から、地域の活性化、 処分場の見学をすることにな

そこで、本年度の研修場所

げ、その下に陣取る老いも若
住民同士の協調、連帯強化な

島県いわき市に総勢百二十一

今、防災、防犯、高齢化へ

興奮に全体が包まれます。

きも、男も女も、わが町会の

どが欠かせない要件と言われ

名の参加者を得て実施されま

は、既存の中間処分場と最終

ために声をからし大声援をお

ていますが、この課題に応え

した。

の対応、青少年の健全育成な

くります。これほど地域住民

る方策の一つとして、この運

町会ごとにのぼりや旗を掲

た訓練にしたいと考えていま
す。

浅川地区

同士が心をひとつに寄せ合う

ことは他にはないと思います。 動会の果たす役割は大きいと
思います。

管外視察研修で
産廃処分場を視察

田中

好雄

川口地区連合会
会長

昨年夏、上川地区に産業廃
棄物最終処分場の建設が予定
されていることがわかり、地
域に住む住民にとっては、重
要な問題であり、驚きでした。

これにより町会の会員同士

対するのではなく、処理施設

私たちは、単に感情的に反

廃棄物が生じるのも現実です。

べきか、今後はどう行動し、

感想や、地元として今どうす

帰りの車中でも、視察での

秋間電設株式会社

AKIMA ELECTRIC CORPORATION

〒192-0063
東京都八王子市元横山町 1 丁目 13-19
TEL：042-644-3675

市民大運動会
浅川地区連合会
会長 渡辺 良治
今年から創設された「町会
等地区連合会交流事業補助
金」の交付を受け、浅川地区
町会連合会を主体に実施する
「浅川地区市民大運動会」に
活用しました。
この運動会は、今回で
三十八回を迎え歴史と伝統を
持つ浅川地区最大のイベント
で、毎年浅川地区二十二町会
自治会の総てが参加し、二千
人を超える人々が秋の陽を浴
びて体を動かし一日を楽しみ
ます。目玉は町会対抗の「リ
レー」「綱引き」「百足競

の強い連帯感、絆、町会に対

しかし、人が生活を営む上で

です。これらの競技は得点制

どう取組むべきかなど、活発

争」と、今回から取り入れた

で四種目の合計点で総合優勝

す る 帰 属 意 識 が 一 層 強 ま り 、 の実態を把握し、当該地に隣

「六十歳以上の玉入れ競争」

を争うものですが、会場とな

地域全体としても結束力が高

な意見交換ができ有意義な研

る淺川小学校の校庭は、この

まると考えます。これが運動

来に亘り下流への影響などを

接する多くの住宅や、病院・

種目の予選の時から、さなが

会の目的であるスポーツ振興

修ができました。

らオリンピックでの北島選手

学校への影響、また、永い将

百足競争のもよう
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産廃処分場視察のもよう

総合電気設備工事

地域のあれこれ

田中

泰慶

防災機材や非常食などの整備
又、毎月「かわら版かたく
明神町三丁目町会には、原稿

高尾パークハイツＡ棟自治会、

原稿をお願いした唐松町会、

お詫び

らだい」を発行し、加えてホ

を進めています。

ームページを作成し自治会員
の情報共有に注力しています。 を頂きながら、紙面の関係で
掲載できなくなったことを、
深くお詫び申し上げます。
次号には必ず掲載いたしま
すのでご容赦の程お願い致し
ます。

ふれる街でした。それから時

り終わりました。これからは

地区連合会の紹介は、一通

記

が流れて三〇数年経過し高齢

各町会・自治会・管理組合の

後

化が顕著な状況にあります。

活動紹介をすることにしてい

集

現在の世帯数は千六百三〇

ます。広報委員だけでは手が

編

世帯で、法人化した地縁団体

通して連絡ください。急速な

回りません。地区連合会長を

自治会の主な活動は、徒歩

現在、喫緊の課題として取

又、記事についても、お気

高齢化の中で、町会・自治会

組んでおりますのは高齢化対

づきの点は忌憚無くご指摘い

によるパトロール、青色回転

ワークによる高齢者への支援

応です。班の世帯数の見直

ただきたいと思います。

活動の進め方にも苦労がある

活動、主要なイベントとして

し、それに伴う自治会活動の

灯の車両によるパトロールな

七月に夏祭り、十月に秋祭り

集約など総合的に検討を進め

と思います。活動経験・ご意

を盛大に行い、地域の活性化

は災害時の対策として九箇所

や交通安全への取組み、更に

尚、日常的な生活環境問題

得て実施できるようにしたい

めを行い会員の皆様の合意を

て、可能な限り早急に取り纏

野修、丸橋紀夫以上六名

行、渡辺良治、辻野領一、前

委員長＝今泉満政、内藤廣

の九時～十二時までです。

の公園に 防｢災倉庫 を｣設置し、 と思っております。

事務所は、月曜日～金曜日

見等お寄せ下さい。

を図っております。

どの防犯活動や、福祉ネット

です。

夢のマイホームを得て若さあ

代にかけて開発され、当時は

和四〇年の終わりから五〇年

八王子市の東南に位置し、昭

私どもの街「片倉台」は、

会長

由井地区片倉台自治会

私たちの自治会！
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