
ⓒむさしのフロントあさか

ⓒ彩夏ちゃん

自治会・町内会情報誌

彩夏祭で
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富士スピードウェイを視察
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ごあいさつ

令和元年度　年間スケジュール
令和元年５月30日（木）………定期総会
　　　　８月２日（金）………朝霞市民まつり「彩夏祭」
　　　　　～４日（日）
　　　　10月15日（火）………自治会長研修会
　　　　　～16日（水）
　　　　11月15日（金）………市長を囲む意見交換会
　　　　11月17日（日）………介護の日フェスタ
令和２年１月10日（金）………賀詞交歓会
　　　　１月23日（木）………加入促進街頭活動
　　　　２月～３月……………加入促進強化運動期間
　　　　３月15日（日）………黒目川堤防清掃

　　　　年８回…………………市長との昼食会 表紙に写真が
掲載されています♪

詳細は
3ページに掲載！

視察テーマは、
「オリンピック・パラリンピック」

詳細は 3ページに掲載！

活動の様子は、表紙を
ご覧ください！

朝霞市の自治会・町内会加入率は
年々低下しています。
そこで、自治会連合会では、加入
率向上に向けた活動をしています。
詳細は、裏表紙をご覧ください。

朝霞市長　富岡　勝則
　朝霞市自治会連合会の皆様におかれまし
ては、日頃から市政全般にわたり多大なる
ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。

　さて、今回の「自治連あさか」は、令和になって初めての発
行となりました。自治会連合会は、昭和49年の設立以来、本
市の地域コミュニティの発展のために長く活動を続けておられ
ますが、平成の時代には、加入率の向上に向けて加入促進活
動を展開するなど、常に新たな課題への対応に取り組んでおり、
市といたしましても、まちづくりのパートナーとして大変心強く
感じております。新しい時代を迎え、その活動がさらに実を結
ぶものとなりますよう、期待を寄せているところでございます。
　折しも今年は、東京2020オリンピック・パラリンピック競

技大会が本市で開催されます。市では、これを契機として、シ
ンボルロードの整備や「おもてなしボランティア」の募集などを
通じて、市民の郷土愛の醸成や良質なレガシーの創出に向けて、
各種施策を展開してまいりますが、本市を「ふるさと朝霞」と
して感じていただくためには、自治会・町内会の皆様が日頃か
ら取り組んでいる、地域のつながりが大変重要なものであると
考えております。
　今後におきましても、皆様のご意見、ご要望に寄り添いなが
ら、地域における自治活動を支援してまいりますので、お力添
えを賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、朝霞市自治会連合会のますますのご発展と、会員
の皆様のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、あいさつとさせてい
ただきます。

　朝霞市自治会連合会会員及び各自治
会・町内会の皆様をはじめ、市民の皆様
には、日頃から当会の活動にご理解とご
協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　さて、朝霞市の自治会・町内会においては、加入率の低下
が進んでおり、現在、42.7％となっております。当会では、
少しでも多くの方に自治会・町内会に加入していただこうと、
加入促進活動を展開しており、駅前での街頭活動のほか、
未加入世帯の皆様をご訪問し、加入の呼びかけを行っており
ます。また、昨年は、初めての取組みとして、地域のイベン
トに参加し、自治会・町内会の活動をＰＲいたしました。また、
多くの皆様の目に触れるように、今号から、この「自治連あ
さか」をフルカラー化したところでございます。ぜひ、お手に

取っていただき、自治会・町内会に興味・関心を持っていた
だければ幸いに存じます。
　私たち自治会・町内会は、地域の様々な課題を地域の人々
の手で解決する共助の組織であり、当会はその集合体でご
ざいます。その組織力を生かし、加入率の向上に限らず、地
域の課題をより大きな単位で解決するための活動を行ってお
ります。その一つとして、「市長を囲む意見交換会」を開催
し、意見交換を通じて、市全体や地域の課題の解決に向けて、
行政と連携を図っております。
　今後におきましても、当会や会員の各自治会・町内会では、
朝霞市や各関係機関と連携を図り、住みよい地域づくりのた
めに、様々な活動に取り組んでまいりますので、皆様のご支
援、ご協力をお願い申し上げます。

朝霞市自治会連合会　会長　松尾　哲

2 3



市長を囲む意見交換会

自治会長研修会

　この事業は、自治会・町内会が抱えるさまざまな
問題を、各自治会・町内会と市（行政）が連携し、
解決していくために、意見交換を行うものです。
　今年度は、各自治会・町内会から11項目の質問
を市に提出し、問題解決に向けて情報共有を行いま
した。
　この意見交換会を通して、自治会・町内会会員を
はじめとした市民の暮らしがより良いものになるよ
う、市と連携してまいります。
　何か身の回りでご不明な点やお困りなことがあれ
ば、抱え込まずにお住まいの地域の自治会・町内会
に相談してみてください。
　質問に対する回答の詳細については、事務局（朝
霞市地域づくり支援課）まで、お問い合わせください。

　自治会連合会では、自治会長の研修として、毎年
テーマを決めて先進地等の視察を行っています。
　今年度は、朝霞市が東京 2020 オリンピック・
パラリンピック競技大会の射撃会場となっているこ
とから「オリンピック・パラリンピック」をテーマ
として、同じく自転車競技会場となっている静岡県
小山町の「富士スピードウェイ」を視察しました。
視察では、実際に走行している様子も見ることがで
きました。
　自分の住んでいるまちがオリンピック・パラリン
ピックの会場となることに対して、地域としての関
わりを考えるきっかけになりました。

▲自転車競技会場職員の説明を聞く自治会連合会会員

▲市の執行部に対して質問する松尾会長

富士スピードウェイとは
　世界でもトップクラスの設備をもつサーキットで、国内レースに限らず、
さまざまな国際レースが開催される。
　レースが開催されない日でも入場が可能で、設備の見学ができる（有料）。

No. 質問内容

1 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての
具体的な取組について

2 避難行動要支援者への対応について
3 ゴミ集積所の看板について
4 町内会行事で発生するゴミの処理について
5 歩行者等の信号待ち時の安全確保について
6 防犯灯ＬＥＤ化について
7 防犯カメラに関する補助金について
8 清掃車の回る時間について
9 除草、振動の調査、道路美化活動について
10 剪定、横断歩道、ミラーの設置等の要望について
11 基地跡地公園について

開催日時：10月 15日（火）・16日（水）　視察先：富士スピードウェイ（静岡県小山町）

こちらからでも
見られます！

開催日時：11月 15日（金）午後 3時 30分から　場所：市民会館　リハーサル室

4 ～ 7ページは、各自治会・町内会の活動報告です。
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自 町治 内・会 会

●自治連第１区●
上の原町内会、緑ヶ丘親交会、膝折町内会、膝折宿町内会、

膝折団地自治会、シャルマンコーポ第二朝霞自治会、
県営朝霞幸町団地自治会

●自治連第２区●
下の原町内会、下の原南部町内会、下の原文化会、

弁財町内会、若松町内会、三原町内会、富士見台自治会、
新和自治会、ローリエ朝霞台自治会

　朝霞市の西の玄関とも言える黒目川沿いに立つ団地で、世帯数は
500です。『今日よりは明日』を信じて頑張ってきた人生の先輩方が多
く住んでおり、団地内できれいな花を咲かせてくれる人、ベンチで話に
花を咲かせる人、ふれあい広場で食事やお茶を楽しむ人、黒目川沿いの
散歩を楽しむ人…一人ひとりが自分で楽しみを見つけています。
　自治会活動としては、4月の総会から始まり、6月親睦旅行、8月団
地祭、10月掃除活動、11月防災訓練です。団地祭や防災訓練等はみ
んなが参加しやすいようにイスを多く用意し、掃除のときは準備体操を
し笑顔で始め、心も体も柔らかくしてから動き始めます。
　役員は高齢化し前途多難な活動となってきていますが、無理なく楽し
める活動をしていけたらと思っています。また、10月より男性会員が
中心となり持ち込み酒場を始めました。近くにお越しの際にはお立ち寄
りください。

　私たちの会は「ローリエ朝霞台」というマンション 1棟 70戸の小さな自治会です。
　築 44年になる建物は泉水 3丁目の黒目川を見下ろす高台の先端に位置しており、台地斜面の南は膝
折から北は弁財まで常緑樹の緑一色。そこにローリエ朝霞台の白壁とオレンジ色の屋根が映えてとても
好い景観でした。現在は斜面の殆どが開発されてしまい、自慢だった眺
めは見る影もありません。しかし住み心地の良さもあって築当初頃から
お住まいの方も多く、会員の高齢化割合も高くなっております。
　会運営の基本コンセプトは、「顔見知りから和気あいあいへ」。春と秋
のクリーンデー、彩夏祭の花火をマンション屋上から観る「暑気払い花
火見物会」を親睦 3大イベントとし、交流を深め、会員相互の健康状
態などを確かめ合う機会ともしています。
　最近は、若い方の入会もあり、子どもの声も聞こえてきます。居心地
良い小自治会を今後とも続けて行きます。

人生の先輩方と一緒に

みんな顔見知りで和気あいあい

膝折団地自治会� 会長　倉林　竹好

ローリエ朝霞台自治会� 榑松　太郎

第１区

第２区

▲イスに座っての防災訓練。
　参加しやすい工夫をしています
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活 動 報 告 その壱

自治連あさか

●自治連第３区●
溝沼第一町内会、溝沼第二町内会、溝沼第三町内会、
溝沼第四町内会、溝沼第五町内会、溝沼下町内会、

溝沼住吉町内会、朝霞台ダイカンプラザ自治会

●自治連第４区●
旭通り町内会、桜ヶ丘町内会、富士見町内会、
本町霞台町内会、中央町内会、仲町町内会、

コンフォール東朝霞自治会

　溝沼第一町内会は、黒目川の両岸に広がる溝沼地区の中でもマンションが多く、
他の地域から来られた会員も多い町内会です。
　親睦を深めて、地域のことを知ってもらうために当町内会単独で行う事業のひと
つに「さつまいも掘り会」があります。今年度は 11月 3日に実施。十回目の開催

となりますが年々参加者が増え、ご年配の方から幼児も
含め 200名程の方に参加していただきました。
　大きなおいもが掘れるとあちこちで歓声が上がり、皆
さん楽しんでくれていました。
　その後、町内会館で女性役員の方々が用意してくれた
蒸しいもを、参加者と試食をしながら、ゲーム大会で盛
り上がりました。
　今後も地元農家の方のご協力をいただき、継続して開
催したいと考えております。

　仲町町内会の納涼大会は、朝霞駅東口ロータリーのうち約半分を通行止めにして中央に櫓ではなく舞
台を設置し、カラオケやパフォーマンスが披露されます。そして、神輿担ぎ・盆踊り・鳴子踊り・キッ
ズダンス等は舞台前のスペースで行われます。
　他の自治会同様に役員さん達の協力による生ビー
ル・焼きそば・フランクフルト・かき氷等が販売さ
れ、近くでは露店商も出店され、大勢の人が来場さ
れる町内会一大イベントになっています。
　納涼大会をはじめとして親睦目的の行事が多い町
内会ですが、防犯パトロール・
防災訓練・花植え等本来の活動
も当然行っています。

おいしいさつまいも

カラオケが歌える納涼大会

溝沼第一町内会� 会計　清家　慎一

仲町町内会� 会長　渡辺　久雄

第３区

第４区

▲9月29日町内会日帰り旅行は「高尾山」へ
　元気に登山を楽しみました

▲さあ、みんなでおいしいおいもを掘りましょう！
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自 町治 内・会 会

●自治連第５区●
栄町町内会、広沢町内会、霞台町内会、昭和台町内会

●自治連第６区●
岡町内会、向山自治会、東町内会、東南部町内会、

東かすみ台町内会、城山町内会、三栄自治会

　当町内会は、市内有数の会員が多い町内会で、世帯数は約 2,330 です。
　毎年1月1日午前0時から新春餅つき大会、1月中旬には市長及び県議会議員を来賓としてお呼びし、
賀詞交歓会を開催。4月はお花見会と称して日帰り旅行を行います。8月は夏祭りを開催し、自衛隊中
央音楽隊ＯＢのスーパーシニア音楽団「楽悠」の皆さんや四中の生徒による吹奏楽の演奏、市内団体の
太鼓演奏、近隣の子どもチームによるダンス発表会、ママ
さんチームによるフラダンス披露と、多彩な内容になって
おり、約 1,000 名の人出で盛大に盛り上がります。今年
度は次世代人材育成のため、若者を対象に鳴子踊りチーム
「栄町なるこ会　栄華」を立ち上げ、市民まつり「彩夏祭」
や栄町の夏祭りで披露しました。
　他にも、月 3回「防犯パトロール」を実施し、親睦を
深めつつ、安心・安全なまちを目指しています。

　岡地域にも新しい住宅が次々に建設され、昔からの地元住民
と新しい住民との交流を活性化していくことが町内会活動の
重要な役割となっています。
　岡町内会には、体育部、文化部、子ども育成部、防犯部、防
災部、防犯パトロール部があり、積極的に活動しています。
　今年度の町内会運動会では、東京オリンピックを記念した聖
火リレーを行い、約七十名のランナーが聖火トーチをつなぎま
した。
　昨年度、自然環境を大切にしよう！と、ホタル育成三か年計
画を立ち上げました。今年はその一年目、百匹のゲンジボタル
を取り寄せ、町内会館横の水路に放し、夏の夜の淡い光が描く幻想の世界を楽しみました。
　今後も町内会活動においては、親・子・孫三世代交流の場を提供し、新旧住民の理解を深めて、地域
の防犯にも役立つような活動を目指して行きます。

大所帯ですが活動は多彩です

伝承と創作と

栄町町内会� 会長　小池　正訓

岡町内会� 会長　高橋　岳生

第５区

第６区

▲栄町自慢の未来を担う若者たち！

▲東京オリンピックさながらの聖火リレーです！
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活 動 報 告 その弐

自治連あさか

●自治連第７区●
上内間木町内会、下内間木町内会、

田島町内会、宮戸町内会、宮戸立出町内会、
浜崎東町内会、浜崎上町内会

●自治連第８区●
浜崎南親和会、浜崎団地自治会、

浜崎親交会、朝志ヶ丘自治会、霞ヶ丘東親和会、
霞ヶ丘親睦会、境久保町内会

　11月 3日、連休の都内首都高速 5号線は思いの外スムーズ
に流れ、今年で 16回目を迎えた日帰り研修見学会がスタート
しました。
　浅草寺・仲見世通りを散策し、東京湾クルーズ、築地場外市
場「すしざんまい」で昼食をとり、今回のメインである防災体
験学習施設「そなエリア東京」を体験、見学しました。
　『地震発生後 72時間の生存力をつける、体験学習ツアー』は、
国や自治体などの支援体制が十分に整うまで自力で生き残らな
ければならず、その目安は 3日間、72時間と言われています。
このツアーはマグニチュード 7.3、最大震度 7の首都直下型地震の発生から避難までを体験し、タブレッ
ト端末を使ったクイズに答えながら生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアーでした。
　当町内会は朝霞台・北朝霞駅周辺エリアとなっており、古くから住んでいる会員と新しい会員相互の
交流や親睦の場としての研修会の位置づけも必要不可欠となっています。

　境久保町内会は、名前のとおり新座市との市境にある地域です。多くの住民の生活圏は志木駅方向に
広がっています。駅に近いことからマンション、ワンルームアパートが多いので、人口密度は比較的高
く核家族や単身者が多く暮らしています。
　町内会では役員の負担を軽減し、誰が役員になっても直ぐに引き継げるよう、不安を取り除くような
サポートをすることで、参加しやすい、相談しやす
い環境を作るように努力しております。また、月に
１度の防犯パトロールでは、お子様連れ歓迎のチラ
シを作成して回覧し、コミュニケーションを充実さ
せるように活動しております。

研修会がつなぐ地域の絆

誰もが参加しやすい活動を目指して

浜崎上町内会� 会長　髙木　清

境久保町内会� 会長　中村　加津雄

第７区

第８区

▲老いも若きも、防災意識が高まりました

▲参加しやすい工夫で、やれる人がやれるときに
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ⓒむさしのフロントあさか

ⓒ彩夏ちゃん

発行・編集／朝霞市自治会連合会　発行日／令和 2年 3月 1日（年 1回発行）
問合せ／朝霞市自治会連合会事務局（朝霞市役所市民環境部地域づくり支援課内）　☎ 048-463-2645

朝霞市自治会連合会
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朝霞市の自治会・町内会の加入率の向上に向けて !!

知っていますか？自治会・町内会費の使い道

　自治会連合会では、自治会・町内会加入率の向上を目指し、様々
な活動を通じて、市民の方々に自治会・町内会に対して少しでも
興味・関心を向けてもらえるよう、頑張っています！

　自治会・町内会では、会員の皆さんから「自治会・町内会費」をいただき、自治活動を行っています。
ここでは、会費の使い道について、少しご紹介します！

　令和2年1月23日（木）午後4時30分から朝霞駅や朝霞台駅、
北朝霞駅の駅前にて、啓発品を配布し、自治会・町内会への加入
を呼びかけました。

１　加入促進街頭活動

　街頭活動の後、2月と3月を「加入促進強化運動期間」とし、各
自治会・町内会の担当者が、自治会・町内会未加入世帯に直接お伺いし、自治会・町内会への加入をお願いしています。

２　加入促進強化運動期間

　令和元年 11月 17日（日）に特定非営利活動法人メイあさかセンターが主催するイベント「介護の日フェスタ」
にて自治連ブースを出展し、来場者に自治会・町内会の活動を PRしました！

３　介護の日フェスタ

　町内会館や街角に設置している消火器、清掃活動で使う用具（ほうき、
熊手）、資料の作成にかかる印刷費などにも支出しています。

⃝備品・消耗品費用などなど…

　暗い夜道を照らす防犯灯は、自治会・町内会が交換・設置、電気料の支払いなど維持管理
しています。
　現在、自治会・町内会では防犯灯の LED化によって省エネ・長寿命化を促進しており、
市から補助を受けながら、整備しています。ちなみに、蛍光灯を LEDに交換すると１基あ
たり３万５千円かかり、ポールから交換する場合は、10万円以上かかることもあります。
　皆さんの町内会費が地域の安全を守っているんです！

⃝防犯灯のＬＥＤ化・維持管理

　夏祭り、餅つき大会、芋煮会、豚汁祭り、子ども会行事など、自治会・町
内会ではたくさんの親睦活動を実施しています。
　この親睦活動にかかる費用は、皆さんの町内会費でまかなわれています。
ぜひイベントに参加して、ご近所さんや地域の方々と交流してみてください。

⃝イベント

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人に見やすく読み間違えにくいデザインの文字を採用しています。

読んでいただき、
ありがとう
ございました♪

　「朝霞市自治会連合会」で検索するか、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
自治会・町内会に興味のある方は…

▲餅つき大会（向山自治会）

現在の加入率は42.7％
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