
令和 4年度 12月 船橋会 常会報告

開催 日時 :令和 4年 12月 4日 (日 ) 10:00～ 12100

開催会場 :船橋まちづくリセンター 活動フロアー

出席者  :船橋まちづくリセンター 所長 長谷進様
(常任役員)飯田育代会長

妹尾 花形 萬費 松島 飯田直美 平野 鈴木昭彦 各副会長
松村 高倉 山時 渡中 鈴木実 和泉 宮内 ノヽ巻 鈴木喜一 各理事

(部長)2A部 :八巻 2B部 :松崎 3A部 :竹田 5部 :山崎 6部 :菅井 9部 :酒井
10A部 :膳場 10B部 :峰 13部 :大海 14部 :木戸 115部 :鈴木洋治
16部 :清水 33部 :岡崎                 計 29名  (敬称略)

I.船橋会会長 あい さつ (飯田育代会長 )

おはようございます。師走のご多忙な日曜日にご出席くださり、ありがとうございます。また、11月 23

日の「災害時安否確認訓練」は、雨が降る寒い中ご協力くださりありがとうございました。部長・組長の皆
様方のご努力で実 りある訓練になりました。しかし一方では、課題も出ました。今後クリアしていきたいと
思ってお ります。 どうぞよろしくお願いいたします。

Ⅱ.船橋まちづ くリセ ンターか らの情報提供 (所長 長谷進様 )

日頃より、地区のまちづくり、福祉、防災、募金等にご協力いただきありがとうございます。先 日の船橋
会の「災害時安否確認訓練」も、雨の中、ありがとうございました。災害に強いまちづくり、共助には、町
会が重要ですので、意義ある副|1練だったと思います。

コロナについては、区内も11月 から感染者が増加 してお り、季節性インフルエンザとの同時流行が危惧
されています。コロナとインフルエンザを同時に検査できる会場が区内に4箇所設置され、世田谷区発熱相
談センターを通して予約 した方のみ受診できます。経済優先、感染も当たり前、といった状況ですが、感染
すると自宅療養になり、重症化 。後遺症のリスクもあります。引き続き感染予防に努めてください。

世田谷区では「地域行政推進条例」が施行され、「地域行政推進計画」が策定されました。計画にある窓
回業務の充実化を図るため「オンライン相談窓口」モデル実施が船橋まちづくリセンターで始まる予定です。
砧総合支所とオンラインでつなぎ、「生活支援課」「保健福祉課」「健康づくり課」「こども家庭支援課」への

相談が、支所にいかなくても船橋まちづくリセンターからできるようになります。相談内容等具体化 してい

ない部分もありますが、実施 。検証を進めます。

世田谷区では、まちづくリセンター・社会福祉協議会・あんじんすこやかセンターが、身近な福社の相談
窓口として、住民の皆様のお困りごとに連携 して対応 しています。また、児童館も加わり、4者で地区の課
題解決に取 り組みます。今後ともよろしくお願いいたします。

今後、まちづくリセンターの土日の開庁予定はありますか ?

あんじんすこやかセンターは、土曜日に業務をしています。また、各総合支所くみん窓口と太子
堂出張所は、土曜日開庁しています。まちセンの土曜日の開庁は現在検討されていません。

厘コ  新型コロナウイルスワクチンは、回数が進むにつれ、打たない人が増えているようです。オミク
ロン対応ワクチンは副反応が強い人もいるようです。

回整]国や都も、ワクチン接種を推奨 してお り、重症化 リスクの軽減は実証されています。 しかし、接
種する・しない、は、個人の判断になります。不安が強い方は少 し待ってみる等ご検討ください。

Ⅲ.議題

1.報告事項

1.赤い羽根共同募金 (10月 いつぱい 船橋会全域 )

募金袋を全世帯に配布し、各自での募金をお願いしました。組で集めてくださったところもあり
ご協力に感謝します。寡金袋の配布が先になり、募金方法のご案内のお手紙の配布が後にずれてし
まったため、ご迷惑をおかけしましたことをお詫びします。

2.古着古布回収 (10ノ 16(日 )9100～ 12:00 神明神社・ 船橋地区会館 )

きれいで使える衣類等を回収しました。古着古布回収は、毎年、5月 10月 の第 3日 曜日に開催
します。回収した衣類は役立てられますので、捨てずにお出しください。
のみの市フリーマーケッ ト (10ノ 16(日 )11100～ 14:30 駅前広場 )
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少しでも生活に役立てていただけるように、2年半ぶりに開催 しました。密を避けるため 14店

舗に縮小しての開催でしたが、顔つなぎができました。

3.町内鋳犯パ トロール (犯罪 0的 日)(10F20(本 )16:00～ 17100 町内全域 )

神明神社から、駅前広場まで、3コースに分かれてパ トロール しました。ご参加くださった方は、

各小中学校の PTA、 生徒の皆さんなど、約 50名。ありがとうございました。

4.災害時安否確認訓練 (11/23(水 ・祝)10:00～ 11100 船橋会全域 )

別紙 「災害時安否確認訓練報告」をご覧ください。

2.活動予定

1.歳末たす けあい・ 地域支 えあい募金 (11ノ 16(水 )～ 12/16(金 )船橋会全域 )

地域福祉推進員、組長の皆さまにご協力いただき、募金をしています。よろしくお願いします。

2.1船橋会 コンサー ト (12ノ 10(土 )13:30～ 15100 船橋まちづ くリセンター )

60名 の定員のところ、95名の皆さまにお申し込みいただき、残念ですがお断 りせざるを得なか

った方々がいらっしゃいます。後日配信できるときは、船橋会 HPで ご案内します。

3.ち とふな商店街まつ り (12ノ 18(日 )12100～ 15130 1駅 前広場 )

手焼きのワッフルの模擬店を出店します。

4.年 末防犯パ トロール (12′ 20(火 )16:00～ 17100 神 明神社→駅前広場 )

皆さま、ぜひ、ご参加ください。

5.船橋希望学会 あい さつキャンペー ン

(令和 5年 1/11(水 )～ 13(金 )7:45～ 8115町 内各所 )

お蕎麦の増田屋の角、船橋観音堂先、光 リビング角、神明神社前、の 4箇所、登校する子どもた

ち、出勤する皆さんに挨拶をします。部長の皆さま、ご参加 ください。11日 は、千歳丘高校前で

も挨拶をします。お時間がある方は、各箇所での挨拶後、千歳丘高校までいらしてください。

3.その他

1.船橋会防災体験ラリー (令和 5年 3ノ 11(土 )14100～ 16:00 町内各所 )

町内 6箇所を、ラリー形式で、それぞれ防災体験をしながらゴールする、という企画です。船橋

のまちを知りながら防災体験ができる有意義な企画になるように、実行委員会で取り組みます。忘

れてはならない「3.11」 の日でもあります。ぜヽひご参加ください。

2.部長・組長引き継ぎについて

今後のスケジュー̂ル  (D令和 5年 2月 5日 (日 )の常会にて引き継ぎ書類を確認、ご意見をい

ただき修正⇒②2月 11日 (土)の回覧で、部長用・組長用の引き継ぎ書類を配布⇒③新部長 ,新

組長を選出 (選出は2月 末までお願いします。)→④3月 5日 (日 )の常会で、引き継ぎ届を提出

部長の皆さまからのご意見・ご要望

○新部長・組長が決まらない場合は、役員が介入 してください。⇒担当役員がお手伝いします。

〇年度初めに、各部の部長と組長が集まる機会を作ってください。→作 りたいと思います。

○船橋会から提示される「部長・組長の業務内容」と実際の業務に離館があります。→精査 し、

2月 の常会でご確認いただきます。

次回船橋会常会 日時 :令和 5年 2月 5日 (日 )10100～
会場 :船橋まちづくリセンター 活動フロアー

12月 の船橋会事務所開所 日 (開所時間 13:00～ 16:00)
1日 (本)8日 (本)13日 (火)15日 (木)17日 (土 )

※開所 日は、船橋会 HPで ご確認できます。

問い合わせ :船橋会事務所 船橋 1-40-6 T/F6794-3145
★船橋会メール ml≦Ωttnabash■aitcOm ご活用ください。★
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船穐会 軒災書8寺安否確認割|1練」実施報告
(実施日時 :令和 4年 11月 23目 (水・ 視)10:00～ 1電 iOO)

実施目 :10尾 22圏 (上 )午前 暑午後 出席<ださつた部長・組長 約 100名
10月 23日 (日 )午前・午後 出席くださつた部長・ 組長 約70名
11月 3日 (本 。視) 出席<ださつたマンション |・t表者 10名

各部ごとに、部長・ 組長の皆さ讃にご出席いただき、部内のカー ド掲示の見回りつ

報告方法を確認 していただきま した。
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組によつて|よ掲示率100%の ところもあり、高い参加率でした。

部長・ 織長の皆さ糠の声かけのご努力の結果です。
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(10:OOの防災行政無線について(船橋会の「災書時安否確認訓練」を知らせる無線)〉

○雨が振り、窓を締めてもヽると聞こえ|こ くいく)鷲鰯駆理卜 場所や環境、その日の天候により

○注意して間くと聞き取れまず.          聞こえ方に違いがあったようです。

嬢蕃蝙鞣藤■壼辣ス証譲薔蒻憲蓬奉をヽ電1鵡赳勒懇
理家i難轟畿織1長:■シン議シ甕農場



〈部長 。組長の働きかけ〉

●手書きのお手紙を添え て、言lli練 を曇手びか |サ ました.

○戸別訪間をして、安否確認カー トを手渡しし、言サ|1練参加を8撃びかけまし■ ,

○組の薄々との良い交 )f発 になりました。

○マンションですが、ちょうど 1週間前 |こ 敷地内の革取りがあり、その時 |こ 呼びか |す ました。

●説明会 :こ 欠席なさつた組長へのアフローチを、音3長 として丁寧 |こ伝え、言ill練 に参淘[してくた

さ ったのが感激だつた。

‐
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|‐ ・ _● ありがとうございます。隣近所同士、お互いを知ることが目的だつたので、とても良

かつたと思います。

(カードについて)

○雨風 |こ 弱い。濡れてよれよれ |こ なった争風に飛ばされた。

○永久保存版だつたらもっと丈夫なものにして欲しかった。

雨だったのでピニール袋に入れたり、級を付けて飛ばされないよう1こI夫 したり、し

て、掲示している家がありました。そのような工夫を広めたいと思いまず,

今後、カードが古くなったら、色の付いたタオルを使う等、検討します。

(参加くださった方々の声 ,反応〉

○やらないよりまやつた方が良しヽ

○総 じて好意的だった.

○やることで、防災や助け含しヽの意識が高まる (,

○や |よ り、人とのつながりは人事だと感じた。

〈感じた課題〉

○言||1練 に不参加だつた薄の理由の分析が必要ではないか?その理由が今後|こ つながると悪う

○覇初から訓練当日に不在だとわかつている場合は、事前に組長に連絡するよう|こ したら農赫

のではないか?
○町会未加入者の対応を検討すべき。

○実際の災害時、部長 0組長 |こ 何ができるのか、者えさせられた。

○ご高歯令の皆さまはきちんと真面目|こ カードを掲示してくださつた。若い世代の応々の1ま うが

不参加が多かつたよう|こ 思う。若い世代へ(:D声かけが3果題だと思うこ

毎年、年2回の訓練を重ねていきたと考えてい議す。少しずつ、訓練の意義が広ま

=■
■■ り、若い世代も訓練に参加していただけるようになることを期待します。また、町

会加入者が増えることも期待しています。

災書時は、部長・ 組長だけが動くのではなく、SOSIこ気付しヽた人が声凝かけ倉つ

て動ける “其助のまち"を目指しています。

今回の訓練で、皆さまが、人と人とのつながりを大事|こ感じて<ださったこ
と|こ 感言射します。「災害時安否確認カード」は、船橋地区に多<想定される『家
異転倒の下敷き』:こはとても有効ですが、日頃からの家庭内の減災・防災饉努
めてくださるようにお願しヽします。

今後は、世田谷区が区全体で「災害時安否確認」|こ取り組んでもらえるよう
働きかけてしヽきます.
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隣同士でも、なかなか顔を合わせない詩も

ときもあります。良いきつかけになれば、

幸いです。


