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令 和 3年
(2021生F.)

年頭 の ご挨拶

会長挨拶
昭島市 自治会連合会

会 長 中島 岩雄

昭島市長 自井 伸介

明けましておめでとうござい
ます 3年 頭 にあた り会員皆 様
の 健やかな一 年 をお祈 り申し上 げます。
昨年、新 型 コロナウイルス感染拡大 の為 に延
期 になった 東京 2020オ リンピック・パ ラリンピッ
グ が今 年 に開催 を予 定され ています。この折 、
盛 り上 が りに欠 ける状 況 です が、TVや ネットで
応援 して自分 自身も元気 をもらいましょう。
去年 は風水害、地震 の被害 は少なかったもの
の、新型 コロナウイルス感染災害には本 当に困り
「人が集まってはいけない」
ました。
「飲食してはい
い
「外 出してはいけない」と自治会活動 の根
けな 」
になる
幹
部分 が規 制されてしまったからです。し
かし、このことにより、人 のつ ながりや共助 の大切
さが痛切 に実感できた一年であったと思 います。
つ なが る事 で、助 け合 う事 で 人 は生 き生 きと
暮 らせる。これを支援 、実践 していくの が自治 会
と自治連 だと思 っています。
今年も新 たな気持 ちで コロナに負 けず、皆様
の為 に頑張 ります。活動 へ ご理 解、ご協 力 、ご支
援を宜しくお願 い申し上 げます。
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新年あけま しておめで
L
とうござい ます。
令和 3年 を迎えまして、す がすがしいお正
月をお過 ごしのことと心からお喜 び申し上 げま
すとともに、日頃より市政 に対 しまして特段 のご
理解とご協力を賜り、
心からお礼申し上げます。
人口減少、少子 ・ 高齢化社会が進み、
社会を取 り巻 く環境は大 きく様変 わ りをし
てい ます。また、昨年来の新型 コロナウイ
ルス感染症へ の対応、一段 と脅威 を増す 自
然災害へ の備えな ど課題 は山積 してお りま
すが、住みよい まちづ くりには、行政のみ
ならず、地域 の力が必要不可欠です。
自治会連合会の皆様方 におかれましては、
引き続き地域を繋ぐ大きな要として、
快適で笑
顔があふれ、
多様性 と意外性に富 んだ「楽し
いまち昭 島」のまちづ くりの実現 のためにお
力添 えを賜りますようお願い申し上 げます。
結 びに、皆様 のご健勝 とご多幸 を心か ら
ご祈念 申し上げまして、新年のご挨拶 とい
たします。

詳しくは所属の自治会にお問い合わせください。
内

容

時

期

スポーツ大会

フロッ ク別スポーツ大会

2月 (今 年度は中止)

祭 り、フェステ ィバル

夏季に出店や神輿 ・山車巡行 ・盆おど りなどの催 し

7月 〜 9月

ブロ ック別運動会

複数の 自治会が集ま り地域で秋季運動会を開催

10月 〜 11月

餅 つ き、芋煮会

正 月の前後で冬 らしい催 し

]1月 〜翌2月

まちかど防災訓練
地域の防犯・防火パトロール

自治会やブロックで消防署の協力を得て防災訓練を行 い、
防災意識を啓蒙

6月 〜翌 2月

安全安心の地域を継続するために警 察、消防と協力 しパ トロール を実施 夏季、冬季

エ リア別ミーティング

地域の問題や課題を行政と話 し合い、対応を検討

]0月 〜 11月

募金協力

社協会員増強、赤い羽根 、歳末助け合 しヽ
運動に協力

5、

研修会

会長、自治会役員を対象と して講習会やワークシ ョップを実施

6月 、12月

加入促進

イベ ン トや集会で自治会へ の加入を呼びかけ

通年

情報発信

会報、だよ り、チラシ、ホームペ ージで行事予定や実施結果などを展開 通 年
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