
会報「じちかい」第４号をお届けします。
広く市民の皆様にお読みいただき、自治会活動について、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
あわせて、この機会に、自治会未加入の皆様にも、ご加入いただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈編集・編集委員〉　西条市連合自治会　理事一同
（お問合せ）

自治会活動紹介(丹原支部 田滝自治会） 市政いきいきタウントークを開催（小松支部）

　丹原支部の田滝自治会(会長 高山 司)主催
による田滝地区収穫祭を、平成２１年１０月
１８日(日)に田滝集会所等で開催しました。
　今年で４回目となる収穫祭では、地元特産
の柿、新米、さつま芋等の試食と販売コーナ
ー、柿の皮むき競争や農作物の収穫体験等の
イベントに多数の方が訪れ、秋の味覚を楽し
むとともに、地区内外のたくさんの人たちと
の交流も深まりました。

　平成２１年１０月２７日(火)に、石根公民館で
小松支部主催の「市政いきいきタウントーク」を
開催し、約８０人の市民が参加しました。タウン
トークでは、市長からの市政報告や、地域提出議
題「(仮称)宝来団地整備事業」への回答、市の重
要施策である市立周桑病院や地域防災事業につい
ての説明を受け、熱心な質疑が交わされました。
※今後の予定　平成２２年１月２２日(金)午後７
時から小松公民館で防災研修会を行う予定です。

   新年明けましておめでとうございます。
 　輝かしい新春を迎え、謹んで初春の御祝詞を
 申し上げますとともに、皆様の御健勝と限りな
 い御繁栄を心からお祈り申し上げます。
　 また、平素は、西条市連合自治会の活動に対
 しまして、深い御理解と御協力を賜り厚くお礼
 申し上げます。
　 近年、人々の意識は多様化し、地域の結束力
 も弱まってきています。しかし、地域の様々な
 課題は、住民が協力し合わないと解決が難しい

ものばかりで、福祉の向上や行政との協働のま
ちづくりを推進するためには、自治会の果たす
役割は、より重要なものになると思われます。
　私たち自治会は、明るく住みよいまちづくり
のために、全力をあげて取り組んでまいる所存
でございますので、今後とも、一層の御支援、
御協力を賜りますようお願い申し上げまして新
年の御挨拶といたします。

　　　　西条市連合自治会　会長　塩﨑　武司

神拝校区連合自治会史を作成（西条支部）

　神拝校区連合自治会では、設立４５周年を
記念して「神拝校区連合自治会史４５年のあ
ゆみ」を発刊いたしました。
　昭和３８年５月に２６単位自治会で発足し
てから今日まで、地域に根ざし親しまれる自
治会を目ざして活動してきた自治会の歴史と
変遷の記録が収集されており、神拝校区全自
治会に配布するとともに、４５周年記念式典
でも関係者に贈呈されました。

　平成２１年１０月４日(日)、東予運動公園にて
市及び連合自治会主催により総合防災訓練を実施
しました。当日は「みんなで参加」「みんなで体
験」をモットーに、消防機関や自衛隊などの指導
のもと、市民が主体となった本番さながらの実践
的な訓練で、災害対応能力の向上を図りました。
　大規模災害を想定した市民参加型の訓練は大変
有意義なものであり、今後においても、自主防災
組織の結成促進と育成強化に努めて参ります。

総合防災訓練を実施（東予支部）
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西条市連合自治会設立５周年記念式典を開催

　 平成２１年５月２３日（土）、市内ホテルに
 て西条市連合自治会設立５周年記念式典が開催
 されました。
　 平成１７年４月１１日の設立当時から西条市
 連合自治会の発展に特別な功績のあった方々に
 対し表彰状が授与されるなど、連合自治会のま
 すますの発展と更なる自治会活動の推進を祈念

 した式典となりました。
 なお、特別表彰受賞者は次の方々です。

 渡邊　良一（元市連副会長・東予支部長）
 德永紀代美（元市連副会長・丹原支部長）
 渡部　晴義（元市連副会長・丹原支部長）
 水野琇次郎（元市連副会長・小松支部長）

◇編集後記◇

西条市連合自治会事務局（西条市役所 市民生活課内）TEL 0897-52-1462（直通）



 4月 6日　支部長会 11月 4日　いきいきタウントーク（丹原支部） 　住居に侵入する泥棒の中で一番多いのが空き巣ねらいです。
 4月22日　理事会 11月13日　いきいきタウントーク（東予支部） 　侵入できそうな家を見つけたら、番犬はいないか、鍵を郵便受けや植木鉢の下に置いていないか、
 5月23日　西条市連合自治会総会 11月18日　理事会 住人が留守にする時間帯は、など入念な調査をしてから犯行に及びます。
　　　　　設立５周年記念式典 12月13日　西条市総合防災訓練(西条南中） 　各家庭や地域で防犯対策に心掛けましょう。
 8月 6日　愛媛県自治連合会総会(四国中央市)
 9月 4日　理事会　　 《今後の事業予定》 《各家庭での防犯対策》
 9月30日　いきいきタウントーク（西条支部） １月　　　理事会  ・ワンドア、ツーロックに 
10月 4日　西条市総合防災訓練(東予運動公園) ２月　　　行政との懇談会  ・高窓にも鍵かけを
10月22日　西条市連合自治会視察研修 ３月　　　市議会傍聴  ・鍵は出入り口付近、牛乳箱の中、植木鉢の下などには隠さない
　  23日　（広島県呉市）　　　  ・外出時には、隣近所に一声かける 
10月27日　いきいきタウントーク（小松支部）  ・長期間、家を空けるときは、新聞、牛乳等の配達中止を  

 ・防犯ベル、センサーライト等の設置を 
 ・足場になるようなものは窓下等に置かない  
 ・外部からの見通しにも配慮を

《地域での防犯対策》
 ・防犯行事、活動への積極的参加
 ・「防犯モデル地区」等の看板やポスターの掲出
 ・犯罪が起こりやすい箇所や暗がりをなくす
 ・見慣れない人の動向監視、声かけ
 ・留守をする際には、隣家に依頼、連絡

　振り込め詐欺とは、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺を総称した呼び名で、
「すぐお金を振り込め」と要求する犯罪です。

　期　日　平成２１年８月６日（木） 　期　日　平成21年10月22日(木)～23日(金) 　さらに、新たな手口として還付金等詐欺が加わり、多発傾向にあります。
　場　所　四国中央市 　場　所　広島県呉市 　被害者の年齢構成は、詐欺の種類によって異なりますが、最近ではその境がなくなっています。 
　　平成２１年度愛媛県自治連合会総会が四国 　　西条市連合自治会では、先進地視察研修と 　狙われやすい人は、「自分だけは大丈夫」と他人からの意見に耳を傾けない人に多いようです。  
　中央市で開催され西条市連合自治会から１６ 　して広島県呉市を訪問しました。
　名が参加しました。 　　呉市自治会連合会においても当市と同様に 《効果的な対策 》
　　総会では、事業報告及び事業計画等が審議 　マンション・アパート等住民の自治会加入に  ・不審な電話がかかってきてもあわてないで疑問に思う 
　承認され、来年度は、宇和島市で開催される 　ついて課題を抱えており、広報・パンフレッ  ・相手より先に家族の名前を言わない。合い言葉も有効 
　ことが決定しました。 　ト等の配布や管理組合への説明を行うととも  ・電話を切った後、本人や家族に連絡を取り確認する 
　　引き続き、各市から提案された協議事項で 　に、魅力ある自治会活動に努め加入促進を図  ・事実確認できない限り、絶対にお金は振り込まない 
　は、地域医療の充実に向けての自治会の取り 　っているとのことでした。  ・家族間で常に話し合いを 
　組み、自治会加入状況、環境保全への取り組 　　また、呉市では「ゆめづくり地域協働プロ  ・不審に思ったらすぐ警察に連絡する 
　等について活発な研究討議が行われました。 　グラム」と称し、地域が策定したまちづくり  ・１本の電話での「お金を還付します」はありません 
　　なお、当日、自治会活動に功績のあった方 　計画に対し交付金を支給し、地域の活性化、
　に対し、愛媛県自治連合会会長から表彰状が 　コニュニティの育成に努めています。
　授与されました。 　　研修では、お互いの課題について活発な意
【愛媛県自治連合会表彰】 　見交換が行われ、大変有意義な研修となりま
　桑村　吉久（元市連副会長・丹原支部長） 　した。

※ 近年、自治会加入率はやや減少傾向にあります。

☆☆☆☆☆☆ 自治会に加入しましょう ☆☆☆☆☆☆
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自治会加入世帯数地  区  名 自治会加入率（％）
67.19

あなたの家の防犯対策は大丈夫？

    自治会では、地域に住む人々が、よりよい環境のもとで気軽に付き合い、充実した生活が出来
 るよう、自主的かつ自発的に共同活動を行いながらまちづくりを進めています。
    地域での連帯感を高め、安全で明るいまちづくりのために、積極的に自治会に加入しましょう。
   （入会される場合は、お近くの自治会長または西条市連合自治会事務局までお問合せください。）

《平成２１年度西条市連合自治会事業報告》

愛媛県自治連合会総会 西条市連合自治会視察研修

「振り込め詐欺等」にご用心  


