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お知らせ

駐車場開放中止
「北集会所」
「南集会所」
「自治会館」
お盆休み期間
・8月13日（金）
　　　～8月15日（日）

　南中３年生「挨拶標語」９３点。つつじが丘小学校６
年生「歩行者」向け４３点、「運転者」向け６６点の作
品が集まりました。ありがとうございました。その中か
ら、各番町役員投票で次の作品が優秀賞に選ばれました。
ご協力ありがとうございました。９月１日（水）に表彰
を行います。その後、交差点等に掲示させて頂きます。

　先日の防災講演会で、三重大学 大学院工学研
究科「みえ防災・減災研究ｾﾝﾀ-」 川口　淳　准
教授からもお話がありました。阪神淡路大震災
の時も、我先にと避難所に押し寄せて、場所の
取り合いになった。少し場所を離れた隙に荷物
を動かされていて場所がなくなっていた。　
　普段は冷静な振る舞いが出来ても、追い込ま
れると自分を見失ってしまう人間。日頃から自
分を見つめ直し、有意義な生活を送りませんか。　
　その第一歩として「あいさつ」をする。次に
「交通ルール」を守る。いかがでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　（地域交流部）
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番町紹介 北７番町

７月２０日（日）南集会所にて「第４回未加入者
問題特別委員会」を開催しました。　今回は「番
町役員業務範囲と軽減」をテーマに意見交換を実
施しました。　まず、各番町役員が行っている業
務内容について確認を行い、以下の様な業務が上
げられました。
会費の徴収や募金の回収と会計処理、回覧物、配
布物、アンケート類の手配、配布、回収作業、講
演会や講習会への動員、夏祭りや清掃活動、防災
訓練などの準備や啓発、役員会議、定例会、総会
などの準備と出席、苦情対応及び処理、親睦会の
企画と参加、議事録の作成など。　これらの業務
を定期的な業務とそれ以外の業務に分類、簡素化
や軽減の可能性について検討し、次の様に委員会
として意見の取り纏めを行いました。
★回覧物や配布物はその内容に於いて会員が必要
としている情報であるか否かの内容精査を行う。

     北７番町はつつじが丘住宅地の北側に位置し、北側と東側がバス通りに面した交通量の多い地域で、会
員数１５６世帯、約４００人の番町です。町内には、自治会活動の拠点であるとともに、カレー亭をはじ
め各種サークル活動、催し物の開催等に活用される「つつじが丘北集会所」と子どもの遊び場、住居の憩
　　　　　　　　　　　　　　　　いの場として､そして､災害時の「一次避難場所」に指定されている重
　　　　　　　　　　　　　　　　要な「つつじが丘３号公園」があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　また､３号公園の西側には、今年開園して５年目になる ｢つつじが
　　　　　　　　　　　　　　　　丘保育園｣(０～２歳児）があり、
　　　　　　　　　　　　　　　　そばを通ると園児の元気な笑い
　　　　　　　　　　　　　　　　声などが聞こえ、散歩する人達
も思わずほっこり・・・。中には手を振ってくれる園児もいて可愛
いですね。「子育て支援 なかよし広場｣も開設されているようです。
北７番町も、かつては働き盛りの方が多く、運動会やソフトボール
活動その他バス旅行、趣向を凝らした新年会等を開催して親睦を深
めてまいりました。ここ２年ほどはコロナ禍の影響で、皆さんが集
まっての諸活動は中止を余儀なくされていますが、今は３密を避けながら町内清掃等「美化活動の場」に
おいて、会員相互の交流を図っています。 中でも、３号公園は ”みんなの公園を綺麗に”という気持ちから、
月１回、各班の皆さんが順番で公園の美化活動に取り組んでいただいております。                       　
　　　　　　　　　　　　　　　また、ボランティア「七美会（なな
　　　　　　　　　　　　　　　みかい）」の皆さんが月２回、除草
　　　　　　　　　　　　　　　等活動や花の植栽、花壇の手入れ等
　　　　　　　　　　　　　　　を行っておられますので、ご協力い
　　　　　　　　　　　　　　　ただける方がおられましたらご参加
　　　　　　　　　　　　　　　をよろしくお願いします。

つつじが丘北集会所

つつじが丘保育園

公園美化活動の状況 コスモスを植えました。楽しみに

回覧は原則月１回とし
必要な情報提供を臨時
に行わなければならな
い場合は自治会長の判断で回覧を許可する。
★アンケートなどの回収作業を伴う業務は、会
費や募金回収時期などへ時期を合わせる等班長
の負担が少なくなる様に考慮する。
★番町役員会や定例会などの集まりについて、
番町の実情や自治連合会との兼ね合いを踏まえ
て、開催頻度が適切であるか検討が必要である。
★デジタル化を見据えた専門委員会の立ち上げ
やＩＴ担当の配置を行い、国や県のデジタル化
推進も視野に入れながらＩＣＴやデジタル技術
の活用を進め、回覧や配布物のインターネット
での配信や災害時の安否確認などに応用しで役
員業務の軽減を図る。
◎第５回は８月２９日（日）に開催致します。



　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

川口准教授による講話 参加者によるＨＵＧ 各グル－プの結果発表

「おじゃまる広場」は隔週火曜日午前中市民センターで実施し、乳幼児
がのびのびと遊び、保護者や地域の人たちが楽しく交流しています。
（この会場設営には民生児童委員と自治連合会理事が協力してくれてい
ます。）「きになるサロン」は隔週金曜日南北集会所和室で実施してい
る小規模交流会です。「昼休みふれあい隊」は更生保護女性会と協働し
て毎週火曜日昼休み時間につつじが丘小学校で児童と折り紙をしたり、
課題のお手伝いをしたり、掃除のお手伝いをしています。ベビースマイ
ル」では南中学校図書室で昼休みに中学生と赤ちゃんとママとのふれあ
い交流のお手伝いをしています。
おじゃまる参加経験のある小中学生がスタッフのことを覚えていて声を
かけてくれることが励みになります。このような活動を通じて赤ちゃん
の頃から地域の子どもたちと繋がっていくことができるのが子育て支援
ボランティア・おじゃまる広場」の活動です。
この地域が子育てしやすいまちになるように応援しています。

「子育て支援ボランティア・おじゃまる広場」は約20年前からつつじが丘で活動しているボランティア団
体です。この地域の子育てを応援しようと３０人（男性5人女性25人）のメンバーが活動しています。
その主な活動は「おじゃまる広場」と「きになるサロン」の運営、「昼休みふれあい隊」「ベビースマイ
ル」「地域内高齢者施設への友愛訪問」の実施です。

まだ「おじゃまる広場」に参加したことのない方は是非参加して
みてください ! 子育てを応援したい人も是非覗いてみてください !

皆さんの参加をお待ちしています!

Hinansyo  Unei  Game　(H.U.G=避難所運営ゲ－ム）を終えて

参加者５４名が７つのグループに分かれて、HUGカードに代わってファイルにした

つつじが丘版の世帯カードやイベントカードの記載内容を担当者が読みあげる。

他のグループ員は避難者一人当たりの必要面積（3㎡）相当の付箋に世帯番号

（男性は青色、女性は赤色）又はイベント番号（黒色）を記入して、避難所の図面上

（小中学体育館・市民ｾﾝﾀ-）に貼り付けていき、避難所運営の模擬体験をする。

実施日時・場所　　2021年７月25日　　13：30～　　　市民センタ－多目的ホ－ルにて開催

参   加    者　  　番町　自治会長 ・ 生活安全員 ・ 番町担当理事　合計５４名

講　　　　 師    三重大学 大学院工学研究科「みえ防災・減災研究ｾﾝﾀ-」 川口　淳　准教授

子育て支援ボランティア・おじゃまる広場の紹介



防災・減災意識調査アンケート結果

番号 設　問　内　容
平成30年 今回の回答

YES数 比率 YES数 比率
1 南海トラフ地震は３０年以内に起きる 1,302 71.5% 1,653 74.9%
2 家具の転倒防止対策をしている 648 35.6% 774 35.0%
3 非常時に備えて非常食を備蓄している 995 54.6% 1,201 54.4%
4 一人が１日に必要な３リットルの水を備蓄 1,018 55.9% 906 41.1%
5 水や非常食のローリングストック法を知っている 1,050 68.3%
6 凝固剤を使用する非常用簡易トイレがある 489 22.2%
7 防災マニュアルが家に有る 1,429 78.5% 1,858 84.0%
8 防災マニュアルを読んだ 1,304 71.6% 1,585 71.8%
9 安否確認グループを知っている 1,364 74.9% 1,593 72.2%
10 一時避難場所を知っている 1,683 92.4% 1,866 84.5%
11 二次避難所を知っている 1,207 66.3% 1,389 62.9%
12 防災訓練に参加している 796 43.7% 1,302 59.0%
13 ご近所の人とは声を掛け合う付き合いをしている 1,419 77.9% 1,761 79.8%
14 非常時高齢者等に声をかけ様子を見に行く 1,268 57.5%

家具等の転倒防止対策
　

非常食や飲料水の備蓄
　

非常用簡易トイレの備え付け
　

連帯意識の醸成
　

 　　

つつじが丘自治連合会　生活安全部

６月に実施しました防災・減災意識調査のアンケートにご協力いただきありがとうござ
いました。下記の通り主なアンケートの結果を抜粋しました。
《平成30年アンケートと今回のアンケート結果の対比表》

平成30年の回収数1821　回収率53.4％　　　今回の回収数2207　回収率56.3％

約75パーセントの方が震度6弱の南海トラフ地震が30年以内に起きると答えていただいたが、減
災対策として、家具等の転倒防止をしていると答えた方は、わずか35パーセントと少ないため、
より多くの方に家具等の転倒防止対策を呼びかけて対策器具を紹介して、器具の取り付けを推奨
していきます。

非常食の備蓄をしていると答えた方は約55パーセントで飲料水の備蓄にあっては、41パーセン
トと少なく、あらゆる機会を通じて各家庭がローリングストック法により、必要な非常食や飲
料水の備畜（最低3日分）をするように呼びかけていきます。

今回新たに設問を設けた凝固剤を使用する非常用簡易トイレについて、わずか22パーセントの方
が備えていると答えたが、断水となった時でもトイレが使用できるように、家族数に応じた数の
非常用簡易トイレ（凝固剤方式）を備える必要があり、あらゆる機会を通して簡易トイレの説明
と紹介を行っていきます。

日ごろからご近所の人とは声を掛け合うと答えた方は、平成30年の調査や今回の調査でも8割近
い方がおられ、6割近い方が、ご近所の様子を見に行くと答えています。『つつじが丘の人情未
だ地に落ちず』と嬉しくなりました。非常時の安否確認や要援護者の支援に関わる最も重要なこ
とです。引き続きご近所付き合いの重要性を呼びかけていきます。



     18番町自治会の会則比較については、一部を7月号に掲載いたしました。今月号から、
特定の項目を選び、解説致します。
      第1回は役員選出特に会長選出方法について、もう少し分析してみました。

各番町とも、会長選出方法は①立候補②推薦③班長の互選の順で選出することに規定さ
れています。しかし、現実は①②はわずかで③の互選で決定しており、中には『くじ引
き』も珍しくないと聞いております。私自身も『くじ引き』で会長に選出された経験者
の1人です。（引き受けて良かったと思っております）このような選出方法が、自治会
脱会者の増加の一因となっていると考えているのは著者だけでしょうか。もうそろそろ
志を持ったリーダーが地域活性のために、取り組んでいけるシステムに切り替えていく
変革の時ではないかと感じております。そうした中で、独自の方式を取り入れて、会長
等を選出し、スムースな引継ぎ、施策の継続性を高め、円滑な自治会運営を確保してい
る番町があります。是非、参考にしていただき、今後の自治会活動の活性化の手段とし
て頂きたいと思います。

A　  北9番町のケース
　　　　※組織委員会制度
 ・構成　   ・現正副会長・理事・過去の役員経験者・民生委員・他興味のある方（希望者）
                     で構成（12名前後）。常設組織で定例会議開催。
 ・推薦　   ・正副会長の推薦（副会長は次年度の会長）。次期理事の推薦
　　　　　    最終決定は自治会総会で行う。
 ・メリット・自治会活動の支援（役員の負担軽減や行事の応援）と将来のビジョン検討等
 ・課題　　・メンバーからの自治正副会長推薦というイメージ固定化からの脱却

B　   南5番町のケース
　       ※調整委員会

 ・設置　　・９月初旬に立候補受付を行い、会長立候補者がない時に設置する。
 ・任務　　・次年度会長候補の選出を行い、会長候補との協議の下に副会長を選出する。
　　　　　 ・目標として、１０月中に班長含む全役員を決定する。

 ・メリット・リーダーシップを発揮できる会長の下、自治会運営がスムーズに行える。
　　　　　 ・次年度自治会長が１１月以降の役員会にオブザーバー参加する事で、役員会の

　　　　　　 進め方等が理解でき、引継ぎ含め自治会運営に好影響をもたらしている。

 ・課題　　・今後何年間会長候補が見つけられるか。

C　　南6番町のケース
　　    ※役員任期2年・毎年半数改選制度

 ・メリット・役員の半数が残る事になり、継続性が担保され、運営が円滑に執行出来引継ぎ
                      もスムースである。

以上3番町の例を紹介させていただきました。
各々の番町にも現在に至るまでの経過や歴史・風土がある事は理解致しておりますが、著者の
個人的感想を言わせていただけるなら、南5番町の役員選出の時期の変更なら会則改正も必要
なく、取り組めるのではないかと思いました。
もう一度、役員経験者、長老と敬愛されておられる諸先輩、班長1回目の若い方々の意見も聴
収しながら、検討して頂ければ幸です。
                                                      （自治連合会　　総務部門担当副会長　　江越勝善）

18番町　会則比較　　パート1　　　自治会長選出



８月中行事予定(2021) ・ 資源ごみ～△北番町    ▲南番町　 ・ 廃品回収　□北１～８　◇北９～10　■南１～８
　　　・  ◑燃やすごみ～毎週火・金曜日   　・ ✪燃やさないごみ～毎月第１水曜日

日 曜 自治連合会関係 各 種 団 体 等 学  校  関  係 備考
1 日 （中）県総体
2 月 ・スクエア・ステップ（南集会所）
3 火

・評議員会
・おじゃまる広場（市民センター） ◑

4 水 ・広報つつじ編集会議
（小）（中）小中一貫教育合同会議
（中）グループ研究部会

✪

5 木 （中）東海総体 ▲■
6 金 ・事務局定例会議 （中）東海総体 ◑△
7 土 ・運営会議・前期理事会 （中）東海総体
8 日 【山の日】
9 月 【振替休日】 □
10 火 （小）（中）閉校 ◑◇
11 水 （小）（中）閉校
12 木 （小）（中）閉校
13 金 お盆休み(連合会事務局) ・きになるサロン（南集会所） （小）（中）閉校 ◑
14 土 お盆休み(連合会事務局)
15 日 お盆休み(連合会事務局)
16 月 ・民児協定例会 ・スクエア・ステップ（北集会所）
17 火 ・おじゃまる広場（市民センター）（小）校内研修会 ◑
18 水 ・特定健診（南集会所） （中）校内研修会

19 木 ・サロンカレー亭 （中）教育講演会 ■

20 金 ◑

21 土
・後期理事会
・救命講習会
・フンゼロ委員会

22 日
・救命講習会
　　　・子ども育成委員会準備会議
・特定健診（南集会所）

23 月 ・スクエア・ステップ（センター） □
24 火 ◑◇
25 水 （中）伊賀陸上

26 木
・特定健診（北集会所）
・社会福祉協議会

（小）校内研修会（学力AD）
（小）職員会議
（中）伊賀陸上

27 金 ・きになるサロン（北集会所） （中）伊賀陸上（予備日） ◑

28 土
生活安全部会
施設開放委員会
四役会

29 日
子どもフェスタ会議
子ども育成委員会
未加入者問題委員会

（小）PTA奉仕作業（中止）

30 月 ・スクエア・ステップ
31 火 ・おじゃまる広場（市民センター） ◑

◎おじゃまる広場
１０時～１１時半
市民センター多目的ホール。
乳幼児が遊んでいます。ち
ょっと覗いてみませんか。

◎きになるサロン
子育て中の人もそうでない人
も誰でもどうぞ。（10時～11
時半）

◎サロンカレー亭
新型コロナウイルス感染状況に
より、急遽中止する場合もあり
ます。参加費１００円（スプー

１.ず～っと元気健康教室（中止）
ず～っと元気健康教室は、
8月も中止となります。



1 水
・広報つつじ編集会議
・標語優秀作品表彰

（小）（中）2学期始業式 ✪

2 木
（小）3限授業
（中）平常日課開始

■

3 金
（小）平常授業
（小）2学期給食開始
（小）みんなで語ろう会15:30～

◑▲

4 土
5 日 ※南北集会所無料仮開放日（詳細は8ページ）
6 月 ・スクエア・ステップ（南集会所） △
7 火 ・おじゃまる広場 （小）ALT ◑

〇スクエア・ステップ
楽しみながら転倒・要介護
予防・認知機能向上・生活
習慣病予防を目指す楽しい
エクササイズを実施。
（毎月曜日）10時～１２時
持参するもの～くつ、飲み物、
運動しやすい服装で参加。

いでいます。カァーカァーカァー
と大騒ぎです。慌てて表へ出ると、
3羽のカラスが私の足音で舞い上が
りました。見るとゴミ箱の前に生
ゴミが散乱しています。カラスは
まだ電柱と屋根の上から、私を威
嚇しています。ゴミネットが綺麗
に被さっていなかったのが原因の
様でした。周囲を掃除して、ゴミ
ネットも深く被せました。カラス
も未練があるのか、しばらく騒い
でいましたが、その後何処かへ飛
び去ったようです。さて、カラス

編集後記～神様とカラス
今月からゴミ箱当番が廻ってきまし
た。家の前にゴミ箱を設置してから
初めての「燃やすゴミ」の日の朝、
カラスが盛んに鳴くというよりも騒

が「厄介もの」と思われますか。
考えてみると、カラスが悪いので
しょうか？そこに食べ物があるか
ら食べているだけなのかも…。何
でも食べて、賢くて、やかましく
て……、海や山、空を汚し、喧嘩
や 戦 争 を 繰 り 返 す 人 間 の 方 こ
そ… 。もし空に神様がいらっし
ゃるのなら、人間がカラスを厄介
と思うように、神様も人間を「厄
介な動物」として見ておられるか
も分かりませんね。
　　　　（77歳　今年喜寿男）



南北集会所仮開放日迫る

集会所仮開放（ＯＰＥＮ）の日程

9月5日（日曜日）　午前10時～午後４時

当日の特別企画
　　南集会所　（カレ－店開催   ：100円　11時より）

　　　　　　　　　（焼きそば店開催：100円　11時より）

　  北集会所　（ｍａｍａ'ｓ　バザ－ル：　11時～１５時まで開催）
ﾏﾏ達が持ち寄った手作り雑貨・日用品のお手頃価格で販売をします

※カレ－・焼きそばは、テイクアウト式で現地での食事は出来ません。

※カレ－・焼きそばは、売りきれ次第閉店とします。カレ－・焼きそば　 
今後の開放予定日

10月 ・11月 ・12月　・1月（正月1日～3日は休み）　２月の各月第 1 日曜日

開放日の集会所ご利用料金は無料です。

  ● 喫茶コ－ナ－も準備しています。ご利用ください（飲み物は有料です）

　● ＷＩＦＩ（ワイファイ）の環境も整えています（インタ－ネットに接続可能）

　　　　（接続パソコン・プリンタ－類は各自ご用意ください）

　● 管理員が常駐しています。利用方法など詳しいことはお尋ねください。

2022年4月以降は本格運用を開始致します。

詳しくは広報誌などで再度ご案内させて頂きますので、宜しくお願い致します。

皆さんが楽しく集える場所の提供です。　楽しく利用しましょう！！　

集会所の無料開放が以下の要領でいよいよ開始します！！
　みんなで、語らい ・趣味の集まり ・読書をしたり ・色々なご利用が出来ます。 　　　　

世代間の交流で、子どもさん達とも楽しくおしゃべりも出来ます。

集いましょう南北集会所に！！

ｍａｍａ'ｓバザ－ル参加のご注意！！
①　駐車場内は混雑する可能性があります。お車でお越しの際は事故にご注意ください。

②　コロナ対策のため、会場内の入場人数制限をしております。

③　事前予約のないお方は、当日お待たせする可能性があります。

④　事前のご予約は　こちらから

    奥田　080-3289-6195（9時～18時まで）

ー８－


