
　今から丁度１０年前に副会長を拝
　森羅万象、素晴らしい季節となり 命され、その後９年間は、コミュニテ
ました。コミュニティ・そして町内会 ィ役員として派遣され過日開催され
の使命は「誰もが安全に生活する ました定期総会で、退任をし同時に
事ができ、日々の生活に支障なく 町内会長を拝命されました。
安心して気持ちよく豊かに暮らし、 　１０年前と比べますと、元気に遊ぶ
非常時にも緊急時にも互いに助け 子ども達の声が少なくなり、高齢化の
合いの対応ができる街。住んでいて 波が押し寄せてきました。町内には”安心となり組”
良かったと心から感じて、次の世代にも継続が期待 という組織がありますが、その組織を更に充実したい
できる街。老若男女誰もが充実し、生きいきと暮らせ とのおもいで”あんしん見守り隊”を立ち上げ今年度
るそんな街創り」だと思います。異質で多様な価値観 から活動をいたす事としました。民生児童委員・駐在
人生観、そして職業、環境の違う人が互いにより良い 員・町内役員の経験者等を中心にした、縦、横の連
刺激を交換しながら、街創りを共有していけたらと思 携を深めながら、昨年遭遇した悲しい出来事を二度
います。「街創り」それは次代への「贈りもの！」自ら と出さない、との強い決意のもと組織したものです。
住む街への愛情や、住民としての誇りや夢や感動を 　”もっと安全で　もっと安心で　もっと楽しく　もっと
共有しながら、「素晴らしい街」を次代に残そうではあ 活気ある町内に”を合い言葉に努力したいと思いま
りませんか！ ・ ・ ・ もっと安全に！もっと安心して！ す。皆様のご協力をお願い申し上げます。
もっと楽しい街に！

　昔の歌にある♪でしゃばりおよね
　今年、朝倉団地自治会は結成 に手を引かれ・・・・ちゃんは太郎の
４０周年を迎えます。去る、１月３０ 嫁になる♪どうですか皆さん、でし
日に名古屋テレビの報道番組「Ｕ ゃばって見ませんか。子ども達が楽
Ｐ！」で放送された「団地は今！」 しく遊んでいるのを見ると嬉しくなり
に写った姿を、４０年前に誰が想 ますね。しかし、帰りにゴミを残した
像できたでしょうか。 時は注意しますか、どうでもいいと思
　全く様変わりしました。少子高齢化 いますか。今の時代は、出過ぎると足を引っ張る人
を日々実感しています。今年ついに子ども会がな がいるし、個人の意見を尊重し過ぎた保護保身者が
くなってしまいました。この対策として、自治会では 多くなり”助けて下さい”との声があっても、行動出来
「自童会」を結成し、子どもを見守り育んで行こうとし ないで知らんふり、少しずつ助け合いの運動も始まっ
ています。また外国人居住者には「朝倉団地インタ ていますが、・・・・・この時期に２管の理事長になりま
ーナショナル(ＡＤＩ)」を結成します。子どもと大人、 したが、助け合いの気持ちを持ちつつ、でしゃばりで
日本人と外国人が共に交流を深め自治会活動の活 精一杯がんばります。色々な行事も盛り沢山あります
性化を図ります。また、住環境改善を目指し、集合 ので積極的に参加して下さい。
高層化による高齢者が暮らしやすい住居へを「ＵＲ」
と協議促進する、５０周年への幕開けの年として行き
ます。
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　平成２６年度のコミュニティ総会も四月末に終了し、新しい年度がスタートして一ヶ月が過ぎようとしています
今年度最初となる「つつじが丘通信」３９号では、例年のように地区代表の方々、コミュニティ各部会代表の皆
様を始め、つつじが丘防災会の防災リーダーの方にもご協力いただき、本年度の活動や運営に対する抱負
や意気込み等をお伺いしましたので、顔写真と共にご紹介します。　　　　(敬称は省略させて頂きました)

　３丁目町内会が発足し、今年で 　この度、町内会長を引き受けま
４０周年になりますが、昨年「地域の したが、諸先輩のような立派な行
暮らしに会った、これからの町内活 動が出来ませんが、コミュニティに
動や仕組みについて」皆さんにアン は協力し、”出来ない事はしない、
ケートを実施した所、いろんな意見 出来る事はあまりしない”こういう考
がありました。 え方で一年間を乗り切ろうと思って
　盆踊り、運動会、秋祭り、地域活動 います。どうぞ宜しくお願いします。
の開催については、参加者も各行事の意義はよくわ
かるが、高齢化のため体力、気力の衰えで積極的な
活動がしづらく、役員、班長も参加メンバーを集める
ことに苦労しており、以前に比べコミュニティ行事が
多く、年中行事を少なくして欲しいとの声が多くあり、
高齢化が進む中、地域活動の進め方も時代に合せ
た取り組みが必要となり、「今が変革の時」と思われ
ます。

　昨年書いた高き理想の為に、私は
様々な行動をしてきた。
　だが、如何せんその理想には、ど
う仕様もない障害がある事に気づい
た。
　それが何かは敢えてここでは記さ
ないが、高き理想の為には越えなけ
ればならない事であると言う事ぐらいは理解してほし

　役割を拝命して６年目になります。 いと願う。
活動のテーマとして「つつじが丘あん 　只、闇雲には行動せず、今年は対象となる人達の
しんとなり組事業」を立ち上げ、災害 反応を見ながら、事を進めていく。
時の取り組みとして初めて「災害時 　先ず、手始めになくしてしまった古き行事の復活に
行動マニュアル」を皆様に配布させ 着手したいと思う。
さ頂きました。 　それが成るかどうかはまだわからないが、それでも
　防災は、命と財産に係る活動だと、 やる価値はきっとある。
心に留め、組織も巨大地震では崩壊したことを見据え 　私が抱く希望、それは、人と人との結びつき。
災害になったら生き、助かってから始めて動けることに 　企画する行事により、強くつながっていきたいのだ。
なる考えに沿った提案になっています。 　それは、私の掲げる「高き理想」の礎となっていく。
　防災活動は啓蒙だけでは、災害時動けません。各 　もっともっと盛り立てて、楽しい環境、精一杯笑える
自が各組織が自分で行動を決めることが重要になり、 地域を目指して。
それが生き・助かり・被害を少なくすることに繫がりま
す。皆様のご協力に期待します。

４　丁　目　管　理　組　合

理 想 の 為 に

防　災　リ　ー　ダ　ー　　　鈴　木　勝　美
つ　つ　じ　が　丘　防　災　会

防災は命と財産に係る活動

宜しくお願いします今が変革の時
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　私でも何かお役に立てばと民生委 　２６年度、つつじが丘スポーツ委
員を受け、コミュニティ部活動も７年 員会の委員も正式に決定し、４月
目となりました。退職直後からの社会 より新たにスタートしました。
参加は無趣味な私にとって、交渉や 　ご存知でしょうか？スポーツ委員
日程調整など適度な緊張感の中で、 会とは、市の教育委員会より２年の
第２のライフワークとして充実した毎日を過ごせる事に 任期で委嘱された３名のスポーツ推進委員と各町内
感謝しています。 から選出されたスポーツ委員７名合わせた１０名で構
　委嘱を受けて無ければ時間潰しの大半は、孫かテ 成されます。その１０名と委員会ＯＢ１０名を加えた２０
レビの番でもしていた事でしょう。年と共に物欲も無く 名がコミュニティの体育部会となっています。
なり、生き甲斐・遣り甲斐への気力も衰えつつ有る状 　昨年度の実績で、参加人数はどの位と思われるで
況ですが、今は人の役に立つと言うより自分の為だと しょうか？延べ人数２５８４名でした。その時、その場
実感しています。 所で同じ時間を共有し楽しく交流できた事は忘れる
　ボランティアは受ける人より行う人に依り多くの喜び 事ができません。日頃、何かと思い出せない事が多
が有ると言われています。特に第２の人生を模索され いなか、これは別物貴重な体験です。
ている方は、是非早めの社会参加をお勧めします。 　本年度も私達委員も含めて、参加した皆さんが少し

でも多く満足される様、一人一人が主役になって笑
顔で交流していきたいと思います。

　今年度、広報部会長を務めさせて
頂く事になりました。 　安心・安全なつつじが丘の環境
　広報部会は、コミュニティ関連行 づくりに貢献できればと思ってい
事や様々なイベントを取材して「つ ます。
つじが丘」を年２回と「つつじが丘通 　主として、つつじが丘小学校・八幡
信」を年４回発行しております。毎月１回定例会議を 中学校のＰＴＡ並びに校区の子ども会
開催して広報誌の作成や盆踊り・運動会・秋祭り・文 等で手を結んで行なう青少年健全育成に関わる活
化祭等の街宣活動、写真撮影の担当を決めたりして 動や防犯・防災活動を推進してまいります。
活動しております。各町内から選出された７名にて活 　地域の皆様と折に触れ、精力的な活動・行動の積
動しており、部員全員が素人の集まりでありますが、 み重ねにより、より一層住みよい町づくりに努めたい
広報誌をご覧になった皆様に楽しさが伝わり、つつじ と考えております。
が丘の地域活動に関心を持っていただき参加とご協 　この一年宜しくお願い致します。
力をいただくよう、また発行日を楽しみにしていただ
くような広報誌を発行していけたらと思っています。

環　境　安　全　部　会

より一層住みやすい町づくり

岸　川　正　人
広　報　部　会

読みやすい広報誌を

落　合　　　稔

第３９号　（３） 平成２６年５月３１日つ　つ　じ　が　丘　通　信

生き甲斐・遣り甲斐探し

体　育　部　会
杉　浦　　照久松　下　邦　雄

福　祉　部　会
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　文化部会は、みこし保存会、手打 　長寿部会も４年目をむかえました。
ちそばクラブ、水墨画教室、ガー 年々高齢化が進むなかで対処する
デニングクラブ、つつじが丘音頭 役割が多くなってきました。部会とし
保存会が中心となって活動を行っ てこの現実に対応するため、先輩の
ています。 皆さんの汗の結晶を参考にさせてい
　コミュニティ行事には、８月の盆踊り・１０月の秋祭り・ ただきながら「新年度の具体的活動」をすすめたいと
１１月の文化祭に携わっています。 考えます。目的と内容の大枠は次の通りです。
　昨年の活動で印象に残ったことは、文化祭のオー 　１．健康の増進のため「グランドゴルフ」「歩け歩け
プニングセレモニーに「ピアノとバイオリン」のコンサ 　　　運動」等身体を動かすことを行う。
ートを行ったことです。華やいだ雰囲気にすばらしい 　２．地域の安心安全のため「子どもの見守り」や「交
演奏とトークで、１時間３０分が短く感じました。 　　　通安全教室」等への参加をする。
　長年文化祭のセレモニーを企画していますが、初 　３．地域の美化のため「公園・道路」の清掃を行う。
めて用意した椅子が足りず、立ち見客でホールが満 　４．高齢者の仲間づくりのため「ふれあいの場」等
員になり大盛況でした。 　　　への参加をする。
　今年も「ピアノとバイオリン」のコンサートを予定して 以上の目的を如何に達成するか関係部署と連携を
いますので是非ご来場ください。 強めながら進めていきます。
　文化祭の他にも、盆踊り・秋祭りも盛大に開催され 　皆様のご協力とご参加をお願いします。
ていますので、地域交流と古里作りの場所であるお
祭りにご参加ください。

　いつ、どこで起きるか分からない地
震大国日本。つつじが丘もいつ災害

　桜の季節も終わり、新緑が目に付 に逢うか分かりません。地震災害時、
く季節となりました。 落ち着いて行動する為には、事前の
　新年度が始まり各部の選出された 研修や訓練が必要になります。
女性部会とともに今年１年間の行事 　つつじが丘地区の安心・安全なまちづくりに少しで
として例年通り、盆踊り練習、着付け も手助けになるよう、応急手当・火災予防の普及啓発
教室など、また秋祭りにはおでん作りをして販売する 運動・災害時の後方支援など、研修や訓練に参加し
ことで皆様方に喜んで頂きますよう部員全員で頑張 女性消防クラブとしての役割を果たしていきたいと思
っていきたいと思いますので、この１年間どうぞよろし います。
くお願いします。 　今年度の女性消防クラブ２０名で力を合わせていき

ます。１年間よろしくお願いします。

内　木　ゆ　か　り
女　性　消　防　ク　ラ　ブ

もしもの時にあわてない為

石　坂　智　永　子
女　性　部　会

部会全員でがんばります

成　田　　　修
長　寿　部　会

多くの仲間と一緒に

土　橋　　　隆
文　化　部　会

地 域 と の 交 流

平成２６年５月３１日 第３９号　（４）つ　つ　じ　が　丘　通　信


