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住みよい社会は　地域の絆から

　鎌ケ谷市自治会連
合協議会（自連協）
の菅野でございます。
　社会の変化や新型
コロナウイルス感染
症の感染拡大に伴い、

地域の結びつきの希薄化など、近年にお
いて自治会・町会を取り巻く状況は大き
く変化しています。
　その一方で、大規模な災害時など、地
域の中の助け合いの中心的担い手として
自治会・町会に期待される役割が大きく
なっていることも事実です。もしもの時
にご近所同士が助け合えるよう、普段の
交流を密にすることが何よりの備えであ
ると私は考えています。昨今のコロナ禍
に伴い、自治会・町会活動の自粛を余儀
なくされていましたが、今後は新型コロ
ナの感染対策を講じながら活動を再開
し、向上発展する年にしたいと思います。

自治会連合協議会会長
菅野　勝利

会 長 挨 拶

各ご家庭に25,000部配布されます

次回発行は
７月の予定です

ホームページでも
掲載されています

掲載料…この大きさ（84.5㎜×83㎜）で２万円です

広告のご用命は

自治会連合協議会
事務局

Tel. 445-1252
まで

ごみ分別講座

三角巾の使い方
３年ぶりの自主防災訓練を実施

11月13日（赤い羽根公園）　受所自治会

AED操作

東中沢地区町会 鎌ケ谷駅前自治会
ごみの分け方・出し方に関する出張講座（市との協働事業）の実施一覧

地区自治会 実施日 開催場所
東武鎌ケ谷自治会 10月１日（土） 東武鎌ケ谷自治会集会所

鎌ケ谷橋自治会 10月16日（日） 鎌ケ谷橋自治会館

北初富第一自治会 11月６日（日） 北初富第一自治会館

東中沢地区町会 12月４日（日） 東中沢自治会館

鎌ケ谷駅前自治会 ２月４日（土） 道野辺中央コミュニティセンター

馬込沢地区自治会 ２月11日（土） 馬込沢自治会館

受所自治会 ３月25日（土） 受所自治会館
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（2）第134号 2023年（令和５年）３月（3）自 連 協 ニ ュ ー ス

　令和４年度の自連協ニュースは３回（7月・12月・3月）の発
行となりました。市からの回覧も１月から月２回となりました。
　情報広場で地域のイベントの写真が情報広場に数多く寄せられ
るようになり、世の中は感染防止対策をしながら、元に戻りつつ
あるようです。
　この１年間、自連協ニュースに携わった広報委員の皆様、各自
治会の皆様に心より感謝申し上げます。紙面に限りはありますが、
自治会活動の情報をできるだけ掲載するため、今後ともご協力の
程、よろしくお願い致します。

令和４年度　自連協の年間事業報告
委員会等別　活動内容

委員会名等 活　動　内　容
役　員　会 ・理事会の前に開催【対面会議】
理　事　会 ・毎月１回開催（８月を除く）【対面会議】

総務委員会

・定期総会の開催【対面会議】
・理事研修会の開催【対面会議】
・自治会長会の開催【対面会議】
（常設委員会合同研修会）
・自治会加入促進月間の実施（３月）
（市との協働事業）
・４月、５月、６月、10月、11月、１月、２月【対面会議】

ふれあいラリー
実行委員会 ・第34回ふれあいラリー【中止】

環境委員会

・ごみゼロ運動への参加【実施】
・ごみの分け方、出し方に関する出張講座の実施
（市との協働事業）
（地区自治会：東武鎌ケ谷自治会、鎌ケ谷橋自治会、
北初富第一自治会、東中沢地区町会、鎌ケ谷駅前自
治会、馬込沢地区自治会、受所自治会）

広報委員会
・自連協ニュースの発行（年３回）
・ホームページの運営管理

福祉委員会

・地区ふれあい員のつどいの開催【分散開催】
（市との協働事業）
・地区ふれあい員 地区交流会の開催
（地区エリア：東部、南部、中央東、中央、北部）
（地区自治会：東武鎌ケ谷自治会）

安全委員会
・防災、防犯に係る地区研修会の実施
・ 自主防災組織との合同開催による地区研修会の実

施（市との協働事業）

そ　の　他

・市総合防災訓練【中止】
・諸団体との連携
・第32回近隣七市住民自治組織代表者会議
【対面会議】（習志野市で開催　会長、副会長が参加）
・回覧、全戸配布【掲示板を活用】
（４月〜　毎月１回10日　全戸配布、掲示板）
（６月〜　毎月１回10日　回覧、全戸配布、掲示板）
（１月〜　毎月２回10日・25日　通常配布）

実施期日順　事業内容
実施期日 事　業　内　容
５月25日（水） 定期総会の開催【対面会議】
５月29日（日） ごみゼロ運動に参加【実施】
６月１日（火） 地区ふれあい員の委嘱状交付（変更届があった者）
６月25日（土） 地区ふれあい員 地区交流会の開催（東武鎌ケ谷自治会）
７月８日（金） 自連協ニュース第132号発行
７月９日（土） 地区ふれあい員 地区交流会の開催（中央地区）
９月28日（水） 地区ふれあい員 地区交流会の開催（南部地区）

10月17日（月） 理事研修会の実施【対面会議】
ローカルダイアログカードを使ったグループワーク

10月22日（土） 地区ふれあい員 地区交流会の開催（中央東地区）
10月27日（木） 地区ふれあい員 地区交流会の開催（東部地区）

11月15日（火）

地区ふれあい員のつどいの開催【分散開催】
（市との協働事業）
【第１部】電話de詐欺（実演：安全対策課）
【第２部】地区ふれあいとは…
　　　　（講師：市民活動推進課　課長　平野裕平氏）

12月９日（金） 自連協ニュース第133号発行

１月31日(火)

自治会長会の開催（常設委員会合同研修会）【対面会議】
自治会活動のデジタル化
ITを活用した自治会活動
ZOOM・迷惑メール・ホームページ
　（講師：市民活動推進課　課長　平野裕平氏）

２月28日(火) 地区ふれあい員　地区交流会の開催（北部地区）
３月10日（金） 自連協ニュース第134号発行

自主防災組織との合同開催による地区研修会（市との協働事業）の実施一覧
地区エリアまたは
地区自治会 実施期日 実施場所

北初富第一自治会 ６月12日（日） 貝柄山公園

鎌ケ谷駅前自治会
７月３日（日） 道野辺中央

コミュニティセンター９月３日（土）
新山町会 ７月16日（土） 物品購入
佐津間自治会 10月23日（日） 西佐津間２丁目児童遊園
鎌ケ谷橋・馬込沢地区・
鎌ケ谷グリーンハイツ自治会

10月23日（日）
合同訓練中止 物品購入

くぬぎ山連合自治会 11月３日（木） くぬぎ山公園
鎌ケ谷第二区連合自治会 11月13日（日） 市立地蔵前児童遊園
受所自治会 11月13日（日） 赤い羽根公園
南初富連合自治会 11月13日（日） 五本松小学校　校庭・体育館
東武鎌ケ谷自治会 12月 防災チラシ作成
富岡自治会 ２月５日（日） まなびぃプラザ
東中沢地区町会 ３月12日（日） みちる幼稚園グラウンド

実施日　令和５年２月７日（火）
場　所　習志野市役所市庁舎
　　　　（習志野市鷺沼2-1-1）
議　題　（１）�コロナ禍における自治会

活動について
　　　　（２）�町会・自治会等における

ごみ処理方法について

第32回近隣七市住民自治組織代表者会議
　近隣七市住民自治組織代表者会議とは、七市（船橋市、市川市、
松戸市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市）が、毎年１回
会議を開き、積極的に情報交換をしています。幹事は各市の持ち
回りで、令和４年度は習志野市で開催しました。令和２年度、令
和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、書面開
催で行いました。
　テーマは、その年の社会情勢に応じて変わります。

会議の様子

野菜販売会
10月29日（アカシア児童遊園）

鎌ケ谷第二区連合自治会

あわの米寿会　親睦旅行
11月17・18日（サンライズ九十九里）

粟野自治会

「年末会館清掃」本部役員
12月17日（新山会館）

新山町会

ミニとっこめ寄席
2月5日（東中沢自治会館）

東中沢地区町会

「新春サンド作り」料理教室
1月19日（老人憩いの家）

新山町会

「初生け」スイートピー
1月19日（新山会館）

新山町会

新春餅つき会 1月22日
（東中沢自治会館）
東中沢二丁目町会

睦会の新年会 1月16日
（東中沢自治会館）
東中沢地区町会

新年飾り
（東中沢自治会館）
東中沢地区町会

第２回ペタンク　体育部主催
11月5日（中沢多目的グラウンド）

馬込沢自治会

近代化産業遺産・国指定重要文化財
11月20日（牛久シャトー）

東中沢四丁目自治会

グラウンドゴルフ大会　双葉会
11月28日（中沢みんなのスポーツ広場）

道野辺第二区自治会

ワールドカップサッカー パブリックビューイング
11月27日（佐津間自治会館）

佐津間自治会

ハロウィ−ン仮装
10月30日

（西佐津間二丁目児童遊園）

ミニ運動会
10月16日

（北部公民館横）

佐津間自治会では自由イベント制度を設けており、イベ
ントを行いたいという人達がいれば自治会が後援（予算
を出す）という形で協力しています。駅前クリスマスコンサート

12月18日（鎌ケ谷駅東口ロータリー）
鎌ケ谷駅前自治会
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電話de詐欺相談専用ダイヤル☎0120-494-506

　令和４年度の自連協自治会長会（常設委員会合同研
修会）を１月31日にきらりホールで開催し、新型コ
ロナウイルス感染防止対策を十分に行い、実施しまし
た。対象者は理事、監事、顧問、地区自治会参加者（規
約第22条）、常設委員会委員とし、153名が参加して、
自治会活動のデジタル化について学びました。
　来賓として芝田市長、泉川市議会議長にご臨席いた
だきました。

令和４年度
自連協自治会長会

（常設委員会合同研修会）
（対面開催）

　安全
安心の住み良いまちづくり

～自治会活動のデジタル化について～

電話：047（445）3131 
FAX：047（443）4288
鎌ケ谷市東道野辺4-9-55（東部学習センター並び）

当社の寝台車がお迎えに参ります

24時間
受付

■式場

■お清め室

地元で46年

湯の市

どちらでもご葬儀ができます
税込470,800円

税込327,800円

「自治会加入促進月間について（３月）」
市との協働事業

　自連協と市民活動推進課との協働事業で「自治会加
入促進月間」を実施し、自治会の回覧等で自治会加入
を促しています。市民活動推進課に加入促進チラシが
ありますので、是非活用して下さい。

　市民活動推進課の平野課長から「ITを
活用した自治会活動〜新生活マニュアル
　別冊版〜」に基づき、自治会活動のデ
ジタル化について、ZOOM会議やホーム
ページの作成について説明がありました。
今後、IT活用を進めるにあたっては、メ
ールやインターネットを使えない人にも
十分配慮する必要がありますが、従来の紙
媒体による方法と並行して徐々に進めて
いくことが大事であると考えます。

子育て世帯向け

佐津間自治会

会場の様子　　　市民活動推進課 課長　平野裕平氏

鎌ケ谷グリーンハイツ自治会 鎌ケ谷市自治会連合協議会

ITを活用した自治会活動
〜新生活マニュアル　別冊版〜

一般用加入申込書付き

ホームページ紹介（トップページ）

はじめに 
 コロナ禍において、感染しない方法で会議や情報発信を行う方法が注目され

ています。感染しない方法…デジタル機器を使うことです。苦手なあなたもこ

の際重い腰を上げましょう。新しいことを覚えるのはちょっと面倒だけど、楽

しいこともいっぱいあります。若い人たちが何時間もスマホをいじっている理

由がわかりますよ。 

IT：Information Technology （情報技術） 
最近は ICT ということが多くなりました 
ICT：Information and Communication Technology （情報通信技術） 


	1-4
	2-3

