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笑顔であいさつ　さしだす助け合いの手　地域の絆「長沢」 2020年（令和２年）９月発行

長沢自治会通信

　長沢自治会長３年目を迎えました齋藤でございます。
　今年は、新型コロナウイルスが流行し生活スタイルも様変わりした今日
でありますが、人と人とのつながりは変わるものではありません。ウイルス
の感染拡大防止策のために各地で花火大会や盆踊り・お祭りなど各種イ
ベントが中止になりましたが、心の中にはいつも楽しかったひと時の記憶
が残っているものです。今年も各地で大規模災害が発生しました。被災地
では、地域住民同士の助け合いや励まし合いなどがありました。ここ長沢
地区においても、いつ災害が発生するか分かりません。住民同士のお付き
合い絆こそが、有事の際、お互いに明るく自然と手を差し伸べることができるものと考えております。住
民相互の連携と犯罪のない安全で安心して暮らせる魅力ある長沢地区を構築して行くことを地域一
体となって目指して参りたいと思います。

　高齢期を楽しく、生きがいをもっ
て、安心して暮らしていくためには、
健康で自立し、身近な仲間と支え合

いながら、住みよい地域づくりを進めていくことが大切です。 
　長沢歳歳会は、上記目標と親睦を深めるため現在 55名の会員が参加して
います。

皆 で明るい街「長沢」を築こう

　「歳歳会（さいさい）」の名前の由来は、劉廷芝（りゅうていし）の七言古詩「年年歳歳　花相
似たり　歳歳年年　人同じからず」からとって「歳歳会」とネーミングしました。
　詩には、年ごとに変わりなく咲く花に、移ろいゆく人生を重ねて無常に美しく詠嘆（えいたん）
しています。人は誰でも生には限りがある。それだけに余生を明るく、楽しく、仲良く過ごそうと
いう願いが込められています。

毎月第２土曜日 定例会（食事会）
毎月第４金曜日 ものづくり・菅生
毎週火曜日　　  コーラス

［各サークル］
・ゲートボール部・囲碁部・ハイキング部
・グラウンドゴルフ・ペタンク．．．

　子ども会は子どもが主体のコミュニティ（地域）活動の場です。
　学校では経験できない、年齢の異なる子どもたちが一緒になって様々
な活動をすることで、互いに協力するこ

と、思いやることの大切さが学べます。
　また、子ども会で活動することで近所に近い年齢の子がいるのがわかり、学年
を超えたお友だちが増えることもあります。
　地域の中で大人に見守られ、子どもたちが自主的に考えて行動していくことは、子どもの成長にとって大切なこと
だと思っています。

資　格　60歳以上の自治会員
会　費　￥2,400円(年額)
連絡先　090-1814-6197（石垣）

資　格　小学１年～小学６年
会　費　￥1,000円(年額)
連絡先　050-5437-6056
                           （長沢自治会事務局）

できるものと考えております。住

会長　齋藤英男

４月　新入生お楽しみ会
７月　ラジオ体操
　　　長沢盆踊り大会

10月　菅生神社祭礼
12月　クリスマス会
３月　お別れ会

長沢子ども会
元 気印の子どもたちが集う

長沢歳歳会
笑 顔いっぱいの高齢者が集まる
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※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止・延期されている活動があります。

こんにち

■会館概要
　長沢自治会館は、会員に文化活動などの集会の場を提供するとともに、当
自治会として、各種講演や学習、会員への交流行事など設けることにより、
会員の文化の向上と福祉の増進に寄与することを目的として設置されたもの
です。

■利用方法
１．可能ならば、予約状況をWebで確認してください。
　　https://nagasawa-jichikai.org/calendar
２．利用申込は、メールまたは電話でお願いします。

        ★はじめて会館を使用する方には、会館使用料や使用方法などをご案内します。

長沢自治会館利用案内

サークル紹介

水引空手お絵かき民謡書道

2020 年 8 月現在の登録団体（一部）の状況です。
日々変更しますのでご了承ください。

趣味の活動・サークル活動などにご利用ください！！趣味の活動・サークル活動などにご利用ください！！

２Ｆ34畳

会館全景

予約状況

info@nagasawa-jichikai.org 050-5437-6056

飲料水（1人1日３リットルが目安）

人数分用意しましょう（常に点検を！！）

防災訓練への参加！！ ご近所、家族で防災について話し合う
日常生活の延長線にある防災をお考えください！！

各家庭で 長沢自治会防災担当

防災に備えよう
　私たちの住む地域は、自然災害に対して脆弱です。
　私たちの生活は常に自然災害の脅威にさらされています。
地震・水害・土砂災害など家族や地域の人たちと話し合うことも

大切です。
　新型コロナウイルス感染症も災害と似ている側面もあります。
　　　　　　　　　　　　　　　（緊急事態宣言で外出自粛による巣ごもり生活）

■食料・飲料などの備蓄、十分ですか？

非常食 3日分の食料　ご飯（アルファ米など）ビスケット
　　　　　　　　　　    板チョコ、乾パンなど
トイレットペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど

※ 大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。
※ 飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要。日頃から、水道水を入
れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておく、などの備えも大切です。

■非常用持ち出しバッグの準備、できていますか？

■飲料水、食料品（カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど）
■貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など）
■救急用品（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など）
　ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手、懐中電灯、予備電池、携帯電話の充電器
　衣類、下着、毛布、タオル、洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュなど
※乳児のいるご家庭は、ミルク、紙おむつ、ほ乳びんなども用意しておきましょう。
※常備薬、眼鏡（老眼鏡）など個々人に合わせて備えてください。

ご家族同士の安否確認方法、決まっていますか？
避難場所や避難経路、確認していますか？

ローリングストック法のすすめ　家庭での備蓄方法として、水、レトルト
食品、インスタント食品など、日ごろ食べているものを多めに買っておき、
日常的に食べながら、食べた分をまた買い足すことで、家庭でも常に食べ
ものや水を備蓄しておく手法（ローリングストック法）があります。
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　　　　　　　　　　　　　　　　    犀川浩子（女性部）
　令和 2 年度の４月スタート直後から歳歳会の行事はす
べて中止となった。最新の情報によると、宮前区老連の行
事も9月、10月と中止の知らせがあり、何時までこのよう
な状況が続くのだろうか。会員の中から「家に閉じこもって
ばかりいると認知症になってしまうぞ」と悲鳴が聞こえてき
そうだ。
　新型コロナ・熱中症は天災？人災？…コロナも熱中症も
常態化し、私たちは心して付き合うべきなのだろうか。
　政府は「新しい生活のスタイル」を提案している。
　取り敢えず、３密回避、手洗い、マスク。年を重ねた我々
には「３密」は厳しいぞ。なにせ耳が遠く、おのずと顔と顔
が密になる。接客を伴う飲食店はぎりぎりセーフ（個人的見
解）。子どもは偉い。マスクは常時着用し、３密を極力避け？
冷房ガンガン部屋に閉じこもり、ゲームにいそしむ。
　今、歳歳会のあり方を問うてみよう。これまでは、週 1回
は何らかの行事を行っている。出席率もよい。年を重ねた
人たちには週 1 回の行事参加はコミュニケーションの場と
して有意義であろう。

・防犯部    部長　齋藤 英男
　　　　   部長    飯島 一也
・防火部　部長　木村 里香
・交通部　部長　五十嵐 央貴
・美化委員長　　齋藤 英男
・女性部　　　　長沢歳歳会　
・民生委員児童委員　齋藤 佐和
　　　　　　　　　　片山 静夫
                                           梅田 洋子
・主任児童委員　 青木 森隆
・スポーツ推進委員　大野 満晴
・青少年指導員　小林 義仁
・廃棄物指導員　河西 昭男
　　　　　   　　横山 富子
　 　　　　           関口 陽子
・路上違反広告物除却推進協力員　
　　　　　　　　齋藤 英男
　　　　　　　　青木 森隆
　　　　　　　　東　 猛
・歳歳会会長　　石垣 定雄
・長沢子ども会会長　廣野 園子

長沢自治会各部会・各委員

長沢自治会へのお問合せ
050-5437-6056

長沢自治会
毎月1日19 時～ 19 時 30 分／毎月5日18 時～ 19 時 30 分
役員が自治会館に在館しています（変更の場合あり）。

■高齢者の福祉・医療・介護の相談窓口
▶鷲ヶ峯地域包括支援センター

　　所在地　　宮前区菅生ケ丘13-1
　　電話番号　044-978-2724
※在宅介護の方法や認知症の相談など

各種相談窓口＆活動紹介

ひとりで悩まないで、仲間と楽しく！！

こうこ■高齢者の新しい生活スタイル

片山静夫（民生委員児童員）
　長沢自治会には民生委員児童委員が
３名おります。全員が社会奉仕の精神を
もって、常に住民の立場に立って最も身
近な相談相手として相談に乗り、必要な
援助を行うボランティアであります。
　長沢地区に住んでいる皆様方の暮ら
しを支援するため、介護や高齢者の見
守り及び医療に関することなど、色々な
相談に応じて助言やその他必要な支援
が受けられるように関係機関への橋渡
しを行っています。
　また、児童や乳幼児、妊産婦などの福
祉や保護など様々な相談や援助も行っ
ております。
　お気軽にお問い合わせください。

■お気軽に
　　  ご相談ください

　　
　　

新型コロナウイルス感染症コールセンター
　▶電話番号　044-200-0730
　▶受付時間：24時間（土日・祝日も実施）
※医学的な案内は致しかねますのでご了承ください。

川崎市

保育士、栄養士など
各専門職がお答えします。

子ども子育ての相談
　▶宮前区役所地域支援課
　時　　間　平日8：30～17：00

　　電話番号　044-856-3302
     
　（子育てなんでも相談）
▶宮前区保育総合支援担当　　

　　メール相談 市役所（ホームページ）
　　http://www.city.kawasaki.jp/miyamae/page/0000117493.html

　▶地域子育て支援センター すがお　※予約制
　　赤ちゃん専用のお部屋があり、感染対策をとりながら
　楽しく遊べます。
　　所在地　　宮前区菅生5－4－10
　　　　　　　　　　　（宮前市民館菅生分館隣）
　　開所時間　月～金　9：00～16：30
　　電話番号　044-977-2051

　　お子さんの予防接種に関する相談
　受付時間　月～金　8：30～17：15　

　　電話番号　044-200-0142（市予防接種コールセンター）

info@nagasawa-jichikai.org

　　　　　　　　　　　　　　光谷直樹（会計）
　本年度の役員は、これまでの伝統を継承しつつ
大胆に改革を図っていこうと思います。
　特に今年は春からのコロナ禍が、私たちの常
識を根底から覆すようになっています。その中に
おいても、我々役員は会員第一の原則を守りつ
つ、柔軟に対応しながら活動していきたいと思い
ます。　
　会員の皆様におきましても、老若男女問わず何
でも気づいたことはドンドンお伝えください。審
議したことはできるだけ皆さんに開示し、より良
い自治会にしてゆく所存です。　

2020年（令和２年度）役員
会　長  　齋藤 英男（さいと うひでお）
副会長  　飯田 満（いいだ みつる）
副会長  　片山 静夫（かたやま しずお）
副会長  　伊東 孝行（いとう たかゆき）
会　計  　光谷 直樹（みつたに なおき）
地区長 　１区阿佐美 拳（あさみ けん）
地区長 　２区福原 史雄（ふくはら てるお）
地区長 　３区関口 弘志（せきぐち ひろし）
地区長 　４区高橋 弘幸（たかはし ひろゆき）
監　事  　片山 吉治（かたやま よしはる）
監　事  　片野 敏行（かたの としゆき）

１．総会　4月開催
２．役員会　    毎月5日開催
　  組長会議　毎月5日開催
３．防災
　① 自主防災組織
　　 大規模災害時の避難対策の策定
　②菅生小学校区５自治会合同訓練への参加
　③菅生中学校区４自治会避難所開設訓練への参加
　④区防災フェスタ参加
　⑤ 防災フェスの開催
４．環境
　資源集収 (リサイクル )の周知徹底
　➡毎週木曜日に資源回収
５．美化活動
　川崎市多摩川美化活動に協力
　平瀬川を守る会主催「平瀬川七夕サミット」に参加
　➡平瀬川美化活動と交流
　市内統一美化活動に積極的参加
６．防犯
　防犯灯の見回り
　向丘地区防犯連絡協議会との連携
　町内防犯活動の推進
　宮前警察署員による防犯講話
7. 渉外
　長沢自治会員の親睦と交流
　市・区主催行事への参加
　向丘地区行事等各種行事への参加
　区北部地域町内会・自治会会議に出席

自治会の主な事業

■大胆に改革

（夏祭り）長沢盆踊り大会
長沢自治会最大のイベントで、子どもも大人
も盛り上がります。
地域住民交流の場となっています。

ドンド焼き
ドンド焼きは、正月飾り、古いお札等を持ち寄
り田んぼで焼き１年間の安全と健康をお願い
する行事です。

菅生神社祭礼
菅生神社は、地域の氏神様。
宵宮・本宮と２日間盛り上がる。
長沢自治会では、伝統の子ども御輿（みこし）
山車（だし）が町内を巡行します。

本年度は中止になりました！！

本年度はカタチを変えて開催予定！！

本年度の開催は未定！！

長沢自治会の  3大 イベント

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため例年通
りのイベントが開催でき
ない場合があります。
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