
　７月１日（土）、松井まちづくりセンターホールにおいて、４年目を迎えた松井まちづく

り協議会の定期総会、夏季セミナー及び夏季交流懇談会が開催されました。

　この定期総会、夏季セミナー及び夏季交流懇談会は、みんなで参加する地域づくり、絆

づくりを活動目的とした協議会活動の原点として、協議会発足当初から組み合わせて開催

されています。

　午後１時からの総会と、それに続き開催されたセミナーや懇談会にあわせて１７１名の

人たちが参加しました。

　総会では、安田敏男会

長から、文化歴史や自然

環境遺産認定事業など地

域の人たちとこれまでに

行ってきた各事業の紹介

と、創立７５周年を迎え

る４年後を目途に、東中

学校の「松井中学校」への校名変更を広く地

域の人たちと話し合って行こうと、提案を交

えた挨拶がありました。

　議事では、活発な質

疑や情報共有も得られ、

提案された事業、決算、

監査の各報告及び事業

計画、予算の各案はす

べて原案通り決定され

ました。

　総会の最後には、安松山際遺跡の尾崎喜一

さんをはじめとした文化歴史や自然環境遺産

認定協力者の皆さん、松井まちづくりセンター

緑化事業協力者の中田昌三さん、協議会功労

者の坂下幸雄さんに対して感謝状の贈呈が行

われ、会場から大きな拍手が沸き起こりまし

た。

　また、役員人事では退任などに伴い、鈴木

公子さん（顧問）、石井福雄さん（副会長）、

山﨑壽男さん（副会長）、赤坂悦さん（会計）

が新しく選任されました。

総会で挨拶する安田会長

質疑風景 総会開催風景 感謝状贈呈を受ける尾崎さん
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平成 29 年度地域活動がスタート
『平成 29 年度定期総会』『夏季セミナー』『夏季交流懇談会』

平成 29 年度定期総会 さらに広げよう　地域づくり・絆づくりの輪！



　夏季セミナーでは、所

沢市においても一向に被

害が減少しない「振り込

め詐欺」を未然に防ぐた

め「地域における防犯意

識の向上」をテーマに、

埼玉県警察防犯指導班

「ひまわり」の皆さんをお招きして、講習会を

実施しました。

　防犯指導班「ひまわり」は、幼稚（保育）

園や地域での会合、大学等に伺って、犯罪か

ら身を守るための防犯教室・防犯講習を行っ

ています。

　幼稚（保育）園では、就学前の子供を対象

に誘拐等の犯罪被害に遭わないために人形劇

で分かりやすく指導し、各種会合等では、地

域の高齢者を対象に振り込め詐欺やひったく

り、空き巣等の犯罪から身を守るためのポイ

ントを寸劇やパネルを織り交ぜ分かりやすく

指導し、大学等では主に女子学生を対象に性

犯罪、ひったくり等の被害、ながらスマホの

事故・犯罪被害防止の実践指導を行っていま

す。

　夏季交流懇談会は、出席者全

員の集合写真を撮影の後、上田

之雄協議会事務局長の司会で

進行されました。

　安田協議会長の挨拶に続き、

藤本正人所沢市長の代理で出席

された大舘勉副市長からは、「各地区を回って

いるが、各地区ともグレードアップし進化し

ている。特に松井地区には熱い気持ち「マイ

ンド」があり、誇りや自慢できるものが沢山

あり「プライド」がある。また、近い将来カ

ドカワによるサクラタウン（仮称）が完成し「ブ

ランド」もできる。それら３つのキーワード

を持つ松井地区は、たいへんバランスの良い

モデル的な地区と感じられる。」との賞賛の言

葉をいただき、会場から大きな拍手が沸き起

こりました。

　二村兼弘協議会顧問の発声に

よる乾杯の後、皆さん美味しい

料理とお酒を頂きながら、情報

交換や懇談により、地域づくり、

絆づくりの場としてのひと時を

楽しく過ごしていました。

　松井まちづくり協議会では、文化歴史遺産・

自然環境遺産認定委員会において、平成２８

年度の認定事業の一環として、新たに、次の

文化歴史遺産６件、自然環境遺産１件（３か所）

の認定標識の設置を行いました。

◇文化歴史遺産

　　原の地蔵尊（上安松原地区）

　　彰忠碑（松井小学校校庭）

　　安松山際遺跡（上安松山際地区）

　　櫻木神社（カルチャーパーク北）

　　下新井学校跡（東新井町地区）

　　和田遺跡（和田南公園）

◇自然環境遺産

　　東川の桜並木（３か所）

　松井地区に所在する文化、歴史、自然、環

境を遺産として後世に継承していく事業で、

平成２７年度に標識設置を終えたものと合わ

せて、文化歴史遺産１１件、自然環境遺産６

件８か所となりました。

　また、標識を

設置した場所や

簡単な説明文を

載せた右図のよ

うな大型のポス

タ ー を 作 製 し

て、松井まちづ

くりセンターロ

ビーに常設掲示

しているほか、

市民フェスティ

バル会場でも掲

示 す る 予 定 で

す。

「ひまわり」の寸劇

挨拶をする大舘副市長

文化歴史遺産　原の地蔵尊 自然環境遺産　東川の桜並木 大型ポスター ▽

夏季セミナー 夏季交流懇談会

文化歴史遺産・自然環境遺産認定標識を設置しました



　賑やかな笛や太鼓

の獅子舞のお囃子で

いよいよ開場、入り

口で受付を済ませる

と目的のコーナーへ

一目散。

　館内では、あちこ

ちに三世代が一緒に

楽しめるコーナーが

セットされていて、

おじいさん、おばあ

さんが手を取り教え

ていたお手玉や布草

履など昔の遊びの思

い出などを話してい

る風景もありました。

　なかなか廻すこと

ができないベーゴマ、

寄り目になりながら

ビーズに糸を通して

作っていたビーズス

トラップ、危なっか

しい手つきでナイフ

を使って完成した竹

トンボ、横綱同士の

対戦の紙相撲、折り

曲げが難しい針金ゴ

マ、なかなか裏返せ

ないメンコ、その他

いろいろな昔の遊びがありました。初めての

経験？でも丁寧な説明で作法を覚えた真剣な

面持ちのお茶席、やっぱり目当ては、すいと

ん汁だったかな。

　このような催しを通じて世代を超えた交流

を深める事により地域の文化が引き継がれ、

絆を強めていくことになります。

　松井まちづくり協議会では、夏季交流懇談

会、松井地区文化祭、松井ウォークラリー大会、

松井地区新年祝賀会、

松井地区成人のつどい

及びこの三世代まつ

り、その他を通じて、

大勢の地域の皆さんが

参加して創り上げられ

る地域間、世代間の絆

で結ばれた地域社会の

拡大を目指していくた

め、これらの協働事業

を積極的に実施・応援

していくこととしてい

ます。

　６月１７日（土）、松井まちづくりセンター

全館を利用した「松井地区三世代まつり」が

開催されました。

　「まつり」スタッフは、まず、全員で集合写

真を撮影して気合いを入れてスタンバイ。

　今年度から、東中学校の女子生徒６名がボ

ランティア参加してくれて、担当コーナーで

はスタッフか参加者か区別がつかないほど張

り切っていました。

　午前９時３０分の「まつり」開始時刻前には、

すでに沢山の子供たちが首を長くして待って

いました。

お茶席 すいとんコーナー

東中学校女子生徒のみなさん

スタッフ全員で集合写真

担当はベーゴマコーナー

針金ゴマコーナー紙相撲コーナー

輪投げコーナー竹トンボコーナー

スーパーボールすくいコーナービーズストラップコーナー

獅子舞のお囃子でお出迎え

開場前の長蛇の列

松井地区三世代まつり



　会長　　鈴木　公子　

　社会福祉法人所沢市社会福祉協議会定款に

基づき、松井地区の福祉増進を図ることを目

的に設立されました。

　それまで、松井地区には所沢市社会福祉協

議会の支部が置かれていましたが、地域で課

題となっていることを住民の助け合いによっ

て解決できるような取り組みを目指し、地区

の自主組織として、平成２５年度に組織され

たものです。

　松井地区内の次の各団体で組織されています。

(1) 松井地区自治連合会に加入する自治会・

町内会

(2) 地域福祉に関係する活動を行う団体

(3) 本会の趣旨に賛同する団体・個人

　協議会の目的達成のため次の事業を行って

います。

(1) 目的を推進するための調査研究及び企画

の実施

(2) 地区内の関連団体との情報共有及び連絡

調整

平成２９年１０月　１日（日）　　　松井地区スポーツフェスティバル　

平成２９年１０月２１日（土）　　　松井地区文化祭

　　　　　　　　２２日（日）　　　松井地区文化祭

平成２９年１２月　２日（土）　　　松井子ども音楽祭

平成３０年　１月　５日（金）　　　松井地区新年祝賀会

平成３０年　１月　８日（月・祝）　所沢市松井地区成人のつどい

　梅雨と夏の順番を間違えたような空模様の下、東川や柳瀬川流域の方々の心配も大変だったと思

います。また、各地区諸団体では行事実行にご苦労なさったのではないでしょうか。

　まちづくり協議会では、地区の皆さんと共に様々な行事を実施・応援し地域間、世代間の絆で結

ばれた地域社会の拡大を目指しています。まだまだ私たちの熱意が届いていないのですか。空の神様。

　支部長　　神谷　弘　

　所沢市内の道路における危険を防止し、交

通の安全と円滑を図るための事業を行い、交

通事故のない安全で安心な地域社会実現に寄

与することを目的に活動を行う所沢交通安全

協会の松井地区における支部組織です。

　松井支部では、地区内の交通事故防止のた

め、日頃より交通広報車で広報活動を行った

り、各地区の交差点では、学童の登下校時の

立哨活動も行っています。

　また、各地区で行われている交通安全週間

行事、自治会・町内会などの時季行事には、

交通整理等に協力したり、各所に交通安全の

ぼり旗などを取り付けたりして交通安全運動

啓発を推し進めています。

　また、地区内４つの

小学校の新入学児童に

は毎年黄色いランドセ

ルカバーを贈呈する事

業も行っています。

(3) 事業推進のため関

連団体等への財

政支援　

(4) 所沢市社会福祉協

議会との有機的

提携

(5) その他目的達成の

ために必要な事

業

　平成２５年度の設立

以降、松井地区社会福

祉協議会は、地域に密着した次の事業を行っ

ています。

(1) 松井ちょこっと相談

(2) わたしのまちの車いすステーション事業

協力

(3) 自治会・町内会掲示板新規・修繕助成

(4) 各自治会・町内会への地域福祉活動助成

(5) 松井地区みんなで長生きを祝う会支援

スポーツフェスティバル

松井ちょこっと相談

松井まちづくり協議会これからの活動

松井まちづくり協議会構成団体の紹介

編集後記

松井地区社会福祉協議会（健康福祉部会）

所沢交通安全協会松井支部（安心安全部会）

松井ちょこっと相談は、毎月

第１月曜日（1月を除く）に

開設しています。

行政の手がまわらない隙間、地域でやってしまいましょう！

交通ルールを守ってね


