
自治会活動！
「自治会に入ってはいるけれど、どんな活動をしているのか実はよく
知らない…」という方、意外と多いのではないでしょうか。
自治会は私たちの日常生活の中で様々な役割を果たしており、住み
よい地域を作っていくためになくてはならない存在です。
今月号では、私たちの暮らしを支える自治会の活動についてご紹介
します。

自治会ではこんな活動をしています

親睦のため、自治会ごとに様々なイベントを
開催しています。

災害等に備えて、普段から訓練を実施して
います。

子どもや高齢者を地域ぐるみで守ります。

清掃やごみステーションの管理を行い、地
域を美しく保ちます。

配布物や回覧板で、町や地域の情報をお届
けします。

地域で起こる問題や要望を役場へ伝えてい
ます。

イベント

防災・共助

防犯・見守り

環境美化

要望・陳情

情報共有

行ってみよう！ やってみよう！
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浅野 俊選手
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サンクスマッチ開催

10 Nagayoの情報通

17 地域POWER

18 長与よかとこめぐり

19 子育てガイド
子育てランド

22 くらしの情報

27 インフォメーション
（各種イベント・講座情報）

30 スポーツ広場

33 図書館だより

34 健康テラス

35 カレンダー

36 緊急連絡先
相談窓口
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自治会活動！
「自治会に入ってはいるけれど、どんな活動をしているのか実はよく
知らない…」という方、意外と多いのではないでしょうか。
自治会は私たちの日常生活の中で様々な役割を果たしており、住み
よい地域を作っていくためになくてはならない存在です。
今月号では、私たちの暮らしを支える自治会の活動についてご紹介
します。

自治会ではこんな活動をしています

親睦のため、自治会ごとに様々なイベントを
開催しています。

災害等に備えて、普段から訓練を実施して
います。

子どもや高齢者を地域ぐるみで守ります。

清掃やごみステーションの管理を行い、地
域を美しく保ちます。

配布物や回覧板で、町や地域の情報をお届
けします。

地域で起こる問題や要望を役場へ伝えてい
ます。

イベント

防災・共助

防犯・見守り

環境美化

要望・陳情

情報共有

行ってみよう！ やってみよう！
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会長の補佐として
自治会活動全般に携
わっています。特 に
秋祭りのときは運営の
中心となり、餅つきや
出店等の準備を行います。

副会長として活動する中で、自治会
の活動にいくらかでも協力できたとい
う実感が得られました。また、自分の
自治会だけでなく、他の自治会の方と
の交流が広がったことも嬉しいですね。

今年度、長与町自治会長会の会長に就任された川村菊雄さんが　自治会長を務めるサニータウン北自治会の皆さまにお話を伺いました。
かわ むら   きく    お

自治会役員さん教えて！突撃インタビュー！

自治会活動の楽しさ、
面白さを知ってもらいたい

まずは家庭から、
ルールを守って地域を美しく

転入者の不安を解消して、
新生活のサポートを

「人とのつながり」が
広がっていく喜び

地域のために、私も出来ることをしたい コロナ禍で見えた自治会の大切さ 地域の「安全・安心」を維持するために

副会長　橋口　敏雄 さん

班長は基本的に１年ご
との輪番制です。ブロッ
ク長と連携して、会費徴
収と配布文書の回覧など
を行っています。

昔から役に関わらず自
治会活動に参加させてもらっていますが、
同じ自治会の中で「あの人は誰やろうか？」
という人が出ないよう心がけています。人と
の関わりが希薄化しつつある現代社会です
が、同じ地域に住む者同士助け合い、支え
合いながら暮らしていきたいですね。

自治会の中の
「知らない人」をゼロに

１班 班長　森永　孝治 さん

町内の各自治会長様、また役員の
皆様方は、それぞれの地域のために
日々活動しておられることと思います。
自治会、ひいては長与町の活性化の
ために、これからもお互いに頑張っていきましょう！

自治会活動にあまり参加できていない方、出来る
範囲で構いません、ご自身が所属する自治会の活動
に参加してみてください。きっと得られるものがある
はずです。人生行動すれば楽しいですよ！

会長　川村　菊雄 さん

町からの配布物の仕分けをしてい
ます。会長さんをはじめ、皆様に助
けていただきながら活動しています。

今までの役員の方が、皆さん嫌な
顔をせず、仕事のかたわら自治会運営に携わっておら
れる姿勢を見て、私も少しでも力になれればと思い、
広報部長をさせていただいています。若い世代の方に
もぜひ「人をつなげる」という意味で自治会に興味を
持っていただけたらと思います。

広報部長　穴井　文 さん

ブロック会議の召集と議事進行、
班長さんを通じての会費徴収と配布
物の回覧、新しく転入して来られた
方への自治会活動の周知などを行っ
ています。

転入して来られたばかりの方はどうしても不安な気
持ちが大きいと思います。少しでも早く新生活に馴染
めるよう、自治会の情報や役員名簿などを載せた転入
者向けのしおりをお渡しして、丁寧に説明や勧誘をす
るよう心掛けています。

第6ブロック長　松尾　卯月 さん

地域に設置されている防犯灯や
カーブミラーが壊れたときは、役場
へ修繕の依頼を行っています。他に
も夜間の見回り活動や、多目的コー
トの管理も行っています。

また、秋祭りの時に、消防署の職員をお招きして防
災訓練を行っています。秋祭りには例年多くの住民の
方が参加されるので、皆さんの防災意識を高めるのに
役立っているのではないかと思います。

防犯部長　萩岡　真人 さん

主に町民ソフトボール大会や町民
体育祭のときに、皆さんに召集をか
けて行事に参加しています。

去年と今年はコロナの影響で満足
に活動ができず、皆さんとの交流の機会も減って寂し
さを感じています。同時に、今まで自治会活動を通し
て当たり前に行われていた「人との関わり」というの
は大切なのだなと改めて気付かされました。

体育部長　田中　聡 さん

資源化物回収時の立会いや町民一
斉清掃の準備、また、時間があると
きに公園や道路脇の草刈りなどを
行っています。

各家庭でごみの仕分けや出す日のルールを今一度
確認してみてください。大人から子供へ、ルールを正
しく伝え、守っていくことが、地域の環境を美しく保
つことにつながると思います。皆さんのご協力をお願
いします。

厚生部長　神田　安一 さん

サニータウン北自治会の皆さま、ご協力ありがとうございました！
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会長の補佐として
自治会活動全般に携
わっています。特 に
秋祭りのときは運営の
中心となり、餅つきや
出店等の準備を行います。

副会長として活動する中で、自治会
の活動にいくらかでも協力できたとい
う実感が得られました。また、自分の
自治会だけでなく、他の自治会の方と
の交流が広がったことも嬉しいですね。

今年度、長与町自治会長会の会長に就任された川村菊雄さんが　自治会長を務めるサニータウン北自治会の皆さまにお話を伺いました。
かわ むら   きく    お

自治会役員さん教えて！突撃インタビュー！

自治会活動の楽しさ、
面白さを知ってもらいたい

まずは家庭から、
ルールを守って地域を美しく

転入者の不安を解消して、
新生活のサポートを

「人とのつながり」が
広がっていく喜び

地域のために、私も出来ることをしたい コロナ禍で見えた自治会の大切さ 地域の「安全・安心」を維持するために

副会長　橋口　敏雄 さん

班長は基本的に１年ご
との輪番制です。ブロッ
ク長と連携して、会費徴
収と配布文書の回覧など
を行っています。

昔から役に関わらず自
治会活動に参加させてもらっていますが、
同じ自治会の中で「あの人は誰やろうか？」
という人が出ないよう心がけています。人と
の関わりが希薄化しつつある現代社会です
が、同じ地域に住む者同士助け合い、支え
合いながら暮らしていきたいですね。

自治会の中の
「知らない人」をゼロに

１班 班長　森永　孝治 さん

町内の各自治会長様、また役員の
皆様方は、それぞれの地域のために
日々活動しておられることと思います。
自治会、ひいては長与町の活性化の
ために、これからもお互いに頑張っていきましょう！

自治会活動にあまり参加できていない方、出来る
範囲で構いません、ご自身が所属する自治会の活動
に参加してみてください。きっと得られるものがある
はずです。人生行動すれば楽しいですよ！

会長　川村　菊雄 さん

町からの配布物の仕分けをしてい
ます。会長さんをはじめ、皆様に助
けていただきながら活動しています。

今までの役員の方が、皆さん嫌な
顔をせず、仕事のかたわら自治会運営に携わっておら
れる姿勢を見て、私も少しでも力になれればと思い、
広報部長をさせていただいています。若い世代の方に
もぜひ「人をつなげる」という意味で自治会に興味を
持っていただけたらと思います。

広報部長　穴井　文 さん

ブロック会議の召集と議事進行、
班長さんを通じての会費徴収と配布
物の回覧、新しく転入して来られた
方への自治会活動の周知などを行っ
ています。

転入して来られたばかりの方はどうしても不安な気
持ちが大きいと思います。少しでも早く新生活に馴染
めるよう、自治会の情報や役員名簿などを載せた転入
者向けのしおりをお渡しして、丁寧に説明や勧誘をす
るよう心掛けています。

第6ブロック長　松尾　卯月 さん

地域に設置されている防犯灯や
カーブミラーが壊れたときは、役場
へ修繕の依頼を行っています。他に
も夜間の見回り活動や、多目的コー
トの管理も行っています。

また、秋祭りの時に、消防署の職員をお招きして防
災訓練を行っています。秋祭りには例年多くの住民の
方が参加されるので、皆さんの防災意識を高めるのに
役立っているのではないかと思います。

防犯部長　萩岡　真人 さん

主に町民ソフトボール大会や町民
体育祭のときに、皆さんに召集をか
けて行事に参加しています。

去年と今年はコロナの影響で満足
に活動ができず、皆さんとの交流の機会も減って寂し
さを感じています。同時に、今まで自治会活動を通し
て当たり前に行われていた「人との関わり」というの
は大切なのだなと改めて気付かされました。

体育部長　田中　聡 さん

資源化物回収時の立会いや町民一
斉清掃の準備、また、時間があると
きに公園や道路脇の草刈りなどを
行っています。

各家庭でごみの仕分けや出す日のルールを今一度
確認してみてください。大人から子供へ、ルールを正
しく伝え、守っていくことが、地域の環境を美しく保
つことにつながると思います。皆さんのご協力をお願
いします。

厚生部長　神田　安一 さん

サニータウン北自治会の皆さま、ご協力ありがとうございました！
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住民の皆さま一人一人が、自分にできることを少しずつ積み重ねて行くことが、
より良い長与町を作っていくための第一歩になります。皆さまのご協力をどう
ぞよろしくお願いします。

自治会活動でケガをしたり、事故に遭ったりした場合は、
お早めに自治会長さんへご相談ください。

下記のような自治会活動中の不慮の事故に備えて、全ての自治会が
『自治会活動保険』に加入しています。

長与町を住みたい・住み続けたい町にするために、あなたの力が
必要です。地域の生活を支える自治会の活動に参加してみませんか？
「自治会活動」といっても難しく考える必要はありません。
例えば、以下の例も立派な自治会活動の一環です。

回覧板は大切なお知らせが
載っているから、しっかり
見て回すようにしよう。

ごみ出しはルールを守って
ごみステーションを
きれいに使おう

仕事帰りに通るこの場所
ちょっと危ないかもしれない。
役員さんに相談してみよう

自治会活動中に
ケガをして入院
することになった

自治会での清掃活動中に
誤って他人の物を
傷つけてしまった

　「自治会活動に興味があるけど、どこに連絡すればいいのか分からない」など、
自治会に関する疑問・お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ！

長与町　地域安全課　地域協働係　☎095-883-1111問

自治会活動へのご協力をお願いします

もしもの時も安心！自治会活動保険

出会い、

つながり、

支え合い

いっしょに暮らす

まちだから
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住民の皆さま一人一人が、自分にできることを少しずつ積み重ねて行くことが、
より良い長与町を作っていくための第一歩になります。皆さまのご協力をどう
ぞよろしくお願いします。

自治会活動でケガをしたり、事故に遭ったりした場合は、
お早めに自治会長さんへご相談ください。

下記のような自治会活動中の不慮の事故に備えて、全ての自治会が
『自治会活動保険』に加入しています。

長与町を住みたい・住み続けたい町にするために、あなたの力が
必要です。地域の生活を支える自治会の活動に参加してみませんか？
「自治会活動」といっても難しく考える必要はありません。
例えば、以下の例も立派な自治会活動の一環です。

回覧板は大切なお知らせが
載っているから、しっかり
見て回すようにしよう。

ごみ出しはルールを守って
ごみステーションを
きれいに使おう

仕事帰りに通るこの場所
ちょっと危ないかもしれない。
役員さんに相談してみよう

自治会活動中に
ケガをして入院
することになった

自治会での清掃活動中に
誤って他人の物を
傷つけてしまった

　「自治会活動に興味があるけど、どこに連絡すればいいのか分からない」など、
自治会に関する疑問・お問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ！

長与町　地域安全課　地域協働係　☎095-883-1111問

自治会活動へのご協力をお願いします

もしもの時も安心！自治会活動保険

出会い、

つながり、

支え合い

いっしょに暮らす

まちだから
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