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「2017年度自治会役員・班長会チームを終了するにあたって」 

会長  小山 博美 

春の陽ざしをうれしく感じる頃となり、次年度へのバトンタッチも目前となりました。なんとかゴールできま

すことは、支えていただいた多くの皆様のご協力あってのことと感謝申し上げます。 

昨年春に落成した自治会館を積極的に利用する人々も増え、いつもにぎやかな声が聞かれます。また、

最大のイベントである 2017 年度夏まつりは事前の 19 日間も続く長雨に開催が心配されましたが、当日の

子どもみこしに始まり、夜の盆踊り（途中降雨打ち切り）までなんとか実施できました。多少の不完全燃焼の

感はありましたが、多くの子どもたちが集まり「ここはふるさと松風台」を実感できるまつりとなりました。まつり

へのご協力者の総勢は圧巻で、松風台の歴史の中に蓄積されている力を感じました。 

松風台はしばらくの間、一層の高齢化が進むものと思われますが、地域の

人々の無理のないご協力を得ながら次世代の存在を視野にいれて活動を

つないでいくことが大切だと思います。 

 新年度の役員・班長の皆様におかれましても体調に十分ご留意されてよろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

副会長Ⅰ  浦嶋 稔 

この一年間の自治会活動は会員の皆様はじめ、所属各団体、役員、班長の皆様のご尽力、ご協力によ

り、ある程度の成果を上げ得たと思っております。新装なった自治会館の利用頻度は日増しに多くなり、利

用団体も過去最多、健康増進や趣味の多様化、向上に多くの会員が利用されています。顕著な活動とし

ては、地区の各種球技、陸上競技の各大会では前年よりも好成績を収め、出場選手や応援団の活躍に目

覚ましいものがありました。一大イベント「夏祭り」も皆様のご支援、ご協力で全員参加により盛況裡に終え

ることが出来ました。安心・安全施策として、防災訓練は全班長参加で災害発生時の情報伝達から救護、

搬送、治療など初期動作訓練を、又香川地区防災訓練では市との協同訓練、地元中学生も参加しての消

火栓からの放水訓練を実施しました。暮れから 1 月にかけ、子供たちと一緒に防犯を兼ねた「火の用心」パ

トロールも実施しました。一方、公園、花壇、歩道など生活環境の美化や改善にも努めました。 

昨年の国交省の「まちなみコンクール」受賞を機に、まちづくり運営委員

会では今迄の活動を継続する一方、「まちなみプロジェクト」を立ち上げて、

高齢者や子供達にも安心で優しい住みたくなる街づくりに取り組できました。

「ふるさと松風台」の実現に向けてこれからも引き続き邁進して頂きたいと存

じます。この一年間の皆様方のご支援に感謝いたしますとともに、ご健康と

ご多幸を祈念申し上げます。 
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自治会活動を振り返って 

副会長Ⅱ  藤林 聖治 

一年間という月日は今思えばあっという間でした。任期最初の頃は「現役で仕事をしている自分に副会

長の大役が務まるだろうか？」「大きな問題が起こらなければ良いが」等々ドキドキしておりましたが、夏祭り

を筆頭とした各種行事や会合を重ねる毎に役員同士の連帯感も段々増していき、どうしても仕事の都合で

行事に参加できない時には他の役員に代わりに参加していただくなど、お互いに協力しながら「出来る範

囲で頑張る」ことで何とか一年間乗り越えられました。  

 会長をはじめ役員、班長、防災会、社会福祉協議会、各種サークル団体、

夏祭りなど行事に厚い志しをお持ちの方々…、ご近所でもあまり会話をする

機会のなかった自分にとって、自治会活動を通じたくさんの方々と顔見知り

になれたことはこれからの貴重な“財産”であり、「自治会」というものの本質を

垣間見る機会をいただいた、と感じております。 

 これからも地域住民のための自治会であることを願っております。 

 

 

 

 

 

 

事務局長  池田 富士夫 

  感謝申し上げます。松風台を創り上げてこられた方々に。歴代の役員、班長さん。そして全ての会員の

方々に感謝申し上げます。みんな松風台を愛してやまない方々ばかりでした。 

右も、左も分からぬままお受けいたしました職でありましたが、皆様方のご指導や見守りの中で何とかここ

までやってまいりました。真新しい自治会館、1年ぶりの夏まつり、香川地区体育大会、そして多くの方々と

の出会いは心に残る貴重な体験でした。 

日々社会は変化し、松風台、自治会も変わっていくことでしょう。しかし、会員の方々の松風台を愛する

気持ちは変わることなく在り続けることと思います。 

力不足の私でありましたが、何か一つでもお役に立てていれば幸いです。 

ありがとうございました。 
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ここはふるさと松風台 

総務書記  坂口 洋子 

「ここはふるさと松風台」は、夏祭りのテーマですが、夏祭りの準備に忙しく当時は、深く考えもしませんで

した。自治会に関わり、役員として様々な人に出会い様々な行事を経験した今は、この言葉が心に響きます。 

夏祭りの抽選の結果をお届けに行けば、それがサランラップでも笑顔で喜んでくださる。火の用心と叫ん

でいると、突然玄関の明かりがついて、「ごくろうさま」と差し入れをくださる人がいる。まあるい人の輪のなか

で、大人は大きな杵で、子どもは小さな杵でもちをつく。せいろからは湯気がたっている。いいところだなあ。 

バスはちょっと遅れているけれど、花壇の花が揺れている。季節が変わり花も変わっている。いいところだなあ。 

 生まれ育ったところのような裏山も広い川もないけれど、きれいな街並みが

あり、気持ちのよい人がいる。松風台をふるさとと思っている人は、たくさんい

るのではないでしょうか。少子高齢化が進み、課題は多いですが、「ここはふ

るさと松風台」とずっと言い続けたいものです。 

 自治会の活動を通して、いろいろな出会いがありました。家にいてはわから

なかったことです。防災会・祭り 48・ジェントルズ・松風台社協・各団体など多

くのみなさん、お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

会計Ⅱ  臼井 裕子 

振り返れば、早い一年でした。最初は責任を果たせるのか不安でしたが、皆様のお力添えで、何とかや

り遂げられたことにお礼申し上げます。 

色々な事がありました。夏祭りは手探りで夢中で準備。終盤に大雨に見舞われま

したが何とか終わりました。また、体育祭の応援合戦は女子役員が衣装を作り、振

付を考えました。結果は金賞。「頑張れば、成果が出る」ことを久々に実感。 

高齢化や共働きの進展による自治会の担い手の減少問題は次の役員の方々に

引き継いでいかざるを得ません。 

最後に、自治会活動を通じて、松風台の多くの方々の知り合い、また良き仲間に

出会えたことに、心より感謝しています。 
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自治会の監事を担当して 

監事  坂本 憲雄 

早いもので任期もあとひと月となりました。１０年以上も前に監査を担当した時は、会計監査だけを見てい

ればよかったのですが松風台自治会が法人化されたため今では役員の業務執行の監査が加わりました。

そのため今年は、私も各種の役員会にできる限り出席するようにしました。 

それでよかったことは私自身より自治会活動に理解が深まったことです。

効率化の面では配布物や会館の清掃などはアルバイトの活用で班長さん

の負担の軽減が図られました。夏祭りにおいても外部業者の活用が見られ

ました。会員にとって新自治会館での使い勝手が良くなりました。一方、ム

ダを省くという点では夏祭りの予算の使い方などではまだまだ工夫の余地も

あるのではと感じます。また、昔に比べ行政とのからみで自治会活動の範

囲が広がっています。今後もこうした傾向は続くと思われますので、役員さ

んのチームワークが今後一層大事になってくるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

文化広報部長  一本木 和香奈 

 もう決して若くはない私ですが、「あなた若いんだから」と後押しされ文化広報部長をお受けしました。そ

れからあっという間の一年。何とかバトンタッチするところまで来られましたのは、ひとえに役員、班長の皆様、

そして松風台自治会員の皆様のお力添えあってのことと感謝しています。 

 文化広報部の主な任務として広報紙「まつかぜ」の発行、夏祭りに関する広報と当日の司会進行、そして

今年は３年に１回の会員名簿改訂がありました。これらの活動や種々の行事に参加することで、非常に多く

の方々と関わらせていただき、今まで関心が薄かった自治会活動について理解が深まったように思います。 

 昨今、会員の高齢化に伴う自治会活動の省力化が必須とされてい

ます。一年間活動してみて、松風台には比較的年齢が若い世帯も多

く、また転入してこられる方も多いことがわかりました。これらの方々も

身構えることなく自治会活動に関わることができ、「ここはふるさと松風

台」のスローガンに沿った、すべての住民にとっての「ふるさと」であり

続けられるような松風台を持続していければと願っております。 
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一年を振り返って   

会館運営部長  松本 理 

 会館運営部の役割には大きく分けて①会館の管理・運営、②会館の利用管理、③回覧資料などの配布

です。自治会館は去年の２月に新築されました。それに伴い、管理運営面では土足利用、トイレ利用法、

新しい施錠システムなど、旧自治会館と比べ変わったところが多く、最初は利用方法に戸惑った方もいらっ

しゃいましたが、徐々に慣れて頂くことが出来、最近では利用者からの問い合わせは少なくなりました。会

館の利用に関して、現在では、無料団体 13、有料団体が 15 と増加し、利用率も 70％近くにまでなりました。

今年度の利用予想金額は 40万円を上回る予定で、自治会活動の資金として利用させていただいておりま

す。また、ご利用者のご要望に応えて、白板等、備品類も充実することが出来、より利用しやすい環境も整

える事ができたと思います。会館そのものも皆様のご協力で、落成時とほぼ同様にきれいな状況でご利用

頂くことが出来ました。回覧・配布資料も年々増加しておりますが、アルバイトさん

の努力により、3回/月の班長宅への配布を滞りなく実施することが出来ました。 

 自治会館は松風台自治会員皆様の共有財産です。利用ルールを守ってより多

くの方々にきれいに利用して頂き、皆様の活動の核として活用いただきたいと思

います。 

 この 1 年間、色々ご協力有難うございました。会館管理運営部一同お礼申し上

げます。 

 

 

 

 

 

今年度の自治会活動を振り返って及び今後の自治会活動の課題 

防犯交通部長  倉品 正之 

 松風台自治会の皆様には🐕ワンダフル🐕な新年をお迎えになられたこととお喜び申し上げます。松風台

自治会の防犯交通部長の倉品と申します。常日頃部長以下総勢 6 名のメンバーで活動させていただいて

おります。 

 本日（編者注：2 月 2 日）文化広報部長さんから、原稿執筆のお願いなる文書を頂戴いたしました。突然

のことでしかも締め切りが 2月 13日とびっくりしております。 

 私としては松風台役員に任命されてから 10 ヶ月ほどの実績しかありませんが、依頼された内容は在任中

及び今後の自治会活動についての課題や期待について 300 字程度にまとめてくださいというものでした。

300字というとこの文書の密度程度だと 8～9行ほどです。 

 これでは防犯交通部の課題や期待を皆様に説明しご理解を得るにはあまりにも少なすぎますが、極力簡

略にまとめてみますのでご高覧いただければうれしく存じます。 

 防犯交通部の仕事として大きなものが 2 つございます。まず第一に挙げられるのは「サクラハウスパトロー

ル」です。皆様の中には既にご存知の方もおられると思いますが、香川の駅横に貨物用コンテナーを利用
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した事務所がサクラハウスです。ここを拠点として香川小学校に通学されているお子様方の下校時間に合

わせて安全を確保するのがパトロールの主な役目です。パトロールは順番制で年 13 回、時間帯は 13：30

～15：30 の間、約 1 時間位で散歩を兼ねて周辺を見回ります。パトロールは現在 26 隊で構成されており、

当松風台は第 26隊です。パトロール開始後はその効果あって軽犯罪件数が著しく減少しているそうです。 

 第 2 番目に挙げるのは、防犯交通部全員による松風台夏祭りへの協力です。お祭り参加のため自宅を

留守にする機会が多くなるので、空き巣に対する注意喚起書類の作成及び回覧に始まり、お祭り当日の 2

日前から御神輿巡行ルート表示作業や当日の御神輿巡行の安全確保同じく当日の交通整理等々、以上

が概略ですが防犯交通部の活動です。 

 今後の活動の課題としては、新年度の役員さんに問題の抽出、改善策の立案及び実行をお願いすること

になりますが、第一に実行すべきは会議の回数を減らすこと並びに書類の

削減がぜひ必要ではないかと思われます。 

 残り 2 ヶ月の任期になりましたが、難聴・眼が不自由な私を大過なく過ご

させていただいた自治会長をはじめとする役員の方々及び防犯交通部の

部員諸氏さらにサクラハウスパトロールのボランティアの活動に協力して頂

いた皆様方に深甚の謝意を表してごく簡単ではありますが報告といたします。 

 

（編者注：原稿依頼後、直ちに原稿を仕上げていただきましたため、2 月 3 日時点での文章内容になって

おりますが、筆者に確認の上、その時点でのまっすぐなお気持ちということでそのまま掲載させていただき

ました。早々のご対応、感謝申し上げます。） 

 

 

 

 

体育部長  太田 英男 

 松風台に住んで 43 年、私自身初めて自治会の班長、そして体育部長として 1 年間活動してまいりました。 

香川地区体育振興会の各種球技や体育大会の選手募集、事前準備、当日のプログラム進行、又自治会

の夏祭りや諸行事に参画させて頂き、多くの人との出逢いで人脈が出来、忙しさとともにやり甲斐がありまし

た。 

 無事に体育部長としての大任を果たせたのも、自治会、役員、班長、住民の皆様の支えと、防災会、ジェ

ントルズ等の諸団体の助けがあったからこそできたと感謝致します。 

 体育部の皆様にも各々の役割を果たされ、カバーしていただきありがとう御座

いました。 

 高齢者や若い人が体力維持向上や親睦を図る為にもスポーツが役立つかと

思い、松風台内で趣味のサークルをもっと広げて、多くの人が参加できたらと

思います。 

今後の自治会活動に期待しております。 
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環境部長  藤井 祥子 

 厳しかった冬も終わり、間もなく自治会の任期が終わります。 

 環境部の扱うごみ問題等は、私の至らなさもあり年間を通して課題が絶えませんでしたが、役員・班長を

問わず皆さんが人事とせず積極的に知恵を出し手を貸してくださった事で何とかやって来られました。 

また、環境部の方々も部の活動はきっちりこなした上で、忙しい中、年間の行事も率先して参加くださいま

した。 

 様々なイベントで行事の担い手としてともに盛り上がったのは楽しい思い出で

す。本当にありがとうございます。 

 共に暮らすまちの運営を通じて、協力し合える人たちがすぐ身近にいる事を

実感できたのは幸せなことでした。 

一歩踏み出して関わることで、『生活していたところ』から『自分の街』になっ

ていく、そんな事を強く感じた一年でした。 

皆様ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

防災会 2017 

                                    防災会次長  行正 龍昭 

 

  2017年度は年間計画 15項目を現班長協力のもと、全て実施しました。 

防災活動に関連した今年の主な動きとしては、茅ヶ崎市の策定した避難行動要支援者支援制度に則った

活動をしたことです。 

この制度はいざと言う時に、本人同意のとれた要支援者を平常時から地域で共有する必要があります。2

月には安否確認を中心に救出、搬送、救護の一連の防災訓練を実施しました。 

また、松風台は準備防火地域になったことから、「火の用心巡回」を実施しま

した。今年は特に子供も参加出来るイベントとして、12月から 1月に 14回

巡回を行い、延べ 145人（内子供 28人）が参加しました。巡回中、応援、差

し入れ、飛び入りなどがあり、暖かい気分になりましたし、子供たちの熱気を

もらって来年も元気に続けてゆきたいものです。 
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松風台社協・一年の活動を振り返って 

松風台社協 会長  三輪 裕基子 

この一年間に松風台社協が主催したのは「ラジオ体操」と「福祉講座」、共催は「もちつき大会」でした。これ

らの活動につき振り返り、ご報告したいと思います。 

1） ラジオ体操 

2017年 8月 21日（月）より 25日（金）までの五日間に南公園で行われましたラジオ体操には、早朝

（六時半開始）にもかかわらず、延べ 301名（大人 197名、子供 104名）の方々にご参加を頂きまし

た。 

2） 福祉講座 

2018年 2月 17日（土）、ざくろ歯科の内間恭洋先生をお迎えして、「口の機能と成長について」という

演題で一時間のお話を伺いました。37名のご参加を頂き、「大変ためになった」「おもしろかった」等々

のご意見も聞かれました。 

3） もちつき大会 

2018年 2月 3日（土）、ジェントルズ、ふるさとワッショイ、こどもクラブとの共催という形で開かれました。

天気も良く、多数の皆様のご参加を頂き、子供たちも杵を使うなどの体験もでき、楽しい半日でした。

「ここはふるさと松風台」を感じたのではないでしょうか。 

いずれの企画にも、住人の皆様の多大なご協力を頂き、成功裡に終えられましたことに大変感謝してお

ります。 

最後になりますが、「もちつき大会」につきましては、子供用の杵、帽子やエプロンなども用意ができまし

たので、来年以降もぜひ続けて頂きたいと思います。 
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まちづくり運営委員会 2017 

                           まちづくり運営委員会委員長 行正 龍昭 

 昨年度、国土交通省住宅生産振興財団主催の「住まいのまちなみコンクール」で松風台のまちなみや住

民協定などへの取り組みが評価され、「住まいのまちなみ賞」を受賞しました。 

この受賞による助成金を有効に使えるよう松風台のボランティア団体に呼びかけ、7つのボランティア団

体で「まちなみプロジェクトチーム」を結成しました。この一年の活動の主な成果としては次のとおりです。 

・公園のコンクリート製ベンチに木製カバー取り付け（南、東公園の 12台） 

・子供参加による「夏祭りみこしの組み立て」など子どもの存在を重視した取り組み 

・高枝切りボランティア実施（4件） 

・公園用大型時計設置 

・餅つき大会への共催 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページでは、個人情報保護の観点から 

入居・転居・訃報 

の掲載を省略しています。 
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松風台自治会のホームページをご覧になったことはありますか？ 

過去の回覧文書や自治会及び関連団体の活動内容等ご覧いただけますので、まだ閲覧したことのない方

は是非一度ご覧ください。 

ほかにも 

・松風台ギャラリー （トップページ） 

松風台や茅ヶ崎を紹介する写真・資料のギャラリーです。季節や話題に応じて内容を更新しています 

・スナップ広場 （メニューの[ご案内]⇒[掲示板]） 

 お出かけされたときのスナップ写真等の投稿を受け付けています。 

・関連リンク集 （メニューの[関連リンク]） 

・各種時刻表 （ダイヤ改正にも対応） 

 神奈中バス  コミュニティバスえぼし号  ＪＲ東日本 

・タクシー会社一覧 

・市内の関係機関 

・ごみと資源物の収集 

 ごみと資源物の収集カレンダー 

 ごみと資源物の出し方 

 

などがあり、暮らしの便利帳としてもご利用いただけます。 

特に、時刻表に関してはダイヤ改正にも対応しているので、お出かけ先からの検索も簡単にご利用いた

だけます。 

まだ一度も閲覧されたことがない方は、この機会にぜひ一度ご利用いただき、トップペ

ージをブックマークするなどしてご活用ください。 

 

 

 

 

おかげさまで、無事「まつかぜ」（第 43号）を発行することができました。 

今回ご執筆頂いた皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

編集後記 

松風台自治会 

 

ホームページでは、個人情報保護の観点から 

入居・転居・訃報 

の掲載を省略しています。 
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