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た３年前に作られました。小学
コミュニティ協議会って？
校区を単位とし、統合したばか
万代地域コミニティ協会会長を
りの新潟・礎と万代・長嶺はそ
木村岩次郎さん れぞれ独立したコミュニティ協
から引き継いだ 議会で設立され、中央区では
丸山健一です。 のコミュニティ協議会がありま
生まれは流作場。 す。
座右の銘は社稷。
治町内会や連合会との違
お酒は日本酒党ですが、なんで
いは？
もＯＫ。年齢は 歳。２年目に
万代地域には自治町内会のほか
入りようやくエンジンが掛かり
に、日赤や福祉協議会、民生委
ました。
よろしくお願いします。 員や消防団・交通・防犯・防災・
い話ですが、コミニティ
ＰＴＡ・まつり・敬老会等、
協議会とは、１９６９年
を超える団体や委員の皆さんが
政 府 の 国民 生 活審 議 会報 告 で
おります。自治町内会長の集ま
「コミュニティ―生活の場にお
りが連合会で、今までも地域の
ける人間性の回復」が出された
課題解決などに取り組んできま
ことがスタートとされています。 したが、コミュニティ協議会は
１９７１年にはモデル地区、１
さらに広がりをもった横断的な
９８３年には推進地区、１９９
組織として位置づけられており
０年にはコミュニティ活動活性
ます。
化地区が全国展開で作られ、国
万代コミュニティ協議会の活動
の施策として推し進められてき
として当面は地域に根差す各種
ました。
団体との情報交換の輪を広げ、
全国的にみると、その区域も小
各団体が取り組みにくい広域の
さいものは自治会範囲のもの、
課題などの解決などに取り組ん
大きくは自治体単位のものまで
でいきたいと考えております。
あります。コミュニティ協議会
よろしくお願いいたします。
の事業内容もいろいろあり、ま
（団体の紹介は次回に）
つり・福祉・健全育成・環境な
万代コミ協と役員の顔ぶれ
どを取り組む総合型から防災等
に特化したテーマ型など、いろ
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忘れない！！新潟地震から４６年
―災害時拠点給水所についてー
旧万代小グランドに、｢飲み水兼用耐震性貯
水槽｣があることご存知ですか。１００㌧（3
万３千人分の１日使用水量）確保されてお
り、また消火用として２基の取水口がありま
す。
１０月１０日に全自治・町内会を対
象に総合防災訓練を行い、地震耐震車で体験
実習を計画しています。
―防災部会（土岐）―

２２

５０

新潟市中央区東大通２－１１－２５
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万代コミニティ協議会

たのしいサロン なかよく、安心／安全のまちづくり
いきいきサロンのご案内（東万代町自治会）
支えあい・助け合い

誰もが安心して暮らせる地域づくり

福祉や防災など地域で支えあう、仲間作りの会です。
毎月木曜日 １０時～１２時 コミセン２０７号室
東万代町：副会長福祉部担当 丸山 芳

次回のいきいきサロンは
７月２２日（木）１０時～１２時
テ ーマは ｢高齢 者の福 祉につ い
て｣市政さわやかトーク宅配便

℡２４７－５０７２

万代コミセンにて６月２４日、東万代町自治会１７人と、社会
福祉協議会の担当職員２名が参加され、
『地域の居場所作りや、
見守りネットワーク』などについて、アドバイスを受けながら、
活発な意見交換をしました。どんな活動が地域に役立つのだろ
うか？ みなさんほんとうに真剣でした。

万代地区社会福祉協議会
会長：吉澤義浩

地区社協とは
前町内会長さんが退任され、副
会長だった私にオハチが回ってき
ました。
東万代町自治会の会長を引き受
けさせられて、しばらくしたら万

代コミニティ協議会の副会長にな
ってほしいと要請されました。会
長とちがって副会長は気楽なもの
だから・・・というので気軽に引
き受けてしまいました（これが失
敗のモトだった）と、今は反省し
ております。

地区社協の会長はコミ協副会長
の当て職だからと、地区社協の会
長 に なっ てし まっ てい た ので し
た。
「地区社協」というのは「万代
地区社会福祉協議会」のことなの
だ、というのがやっと判ってきた
段階であります。
今、私は、「福祉小六法２０１０」
という本を買い込んで、一生懸命
勉強しております。
憲法の理念を本とした社会福祉
の実現に努めて参ります。

どうぞ地域のみ なさ

まのご協力をお 願い

いたします。

パトロールに参加して
街は「はな金」
。６月４日（金曜）高野万代中央自治会長の旗のもと。
天候はちょっと蒸し暑いような感じの日でした。集合時間の夜７時、新潟駅前
は帰宅する人たちと、これから友人と三々五々飲み会に行く人たちと、ただブ
ラブラで所在のなさそうな人。人、人でごった返していました。駅前交番の頼
りがいのある先導で、街の見回りと、ごみ拾いをしながら約１時間の行程。こ
とのほか街はきれいでした。わたし的には雑多で活気がある街がすきですが。
夜の繁華街は節度のある、陽気な街づくりがいい、とそんな感じでした。普段
こんな集団で街を歩くことなんてことありません。私の目にはまた違った新潟
の街が見えました。
駅前パトロールはもちまわり当番制です。

編集後記
第一号を発行して

コミ協が発足してはや ３年となりま

した。いままで地域の皆さんとの接点

がありませんでしたので、この情報誌

tad田所暁雄

がパイプになればとの思いです。

編集責任者：：

部会・関連団体の行事予定
7 月 24・25 日（東京）
全国こども橋サミット
８月６日～８日
新潟まつり（川村奉行行列）
8 月 29 日予定
奉納相撲（三社神社境内）
9 月 11 日予定
子供まつり（児童センター）
10 月 10 日 防災訓練

天明町：Ｔ

６月の駅前パトロール
今月は万代中央自治会
１０名が訓示をきいて
いざ いざ！ 出陣！！

みやのつぶやき ―自治協議会会議より
地域と学校パートナーシップ事業が教育委員
会で推進されています。学校が今まで以上に地域
で開かれ、地域と共に歩むことができるように
「学・社・民の融合による教育」を進め、様々な
活動に取り組んでいます。
『地域教育コーディネ
ーター』が活躍中！！学校を拠点とし、地域、社
会教育施設と学校の融合をスムーズに進める核
となるのがコーディネーターです。万代コミ協で
は塩田美幸さんが活躍中です。支援しましょう。

