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 地域内人口 ： 20,431人 
 世帯数 ：9,776世帯 
  平成28年4月1日現在 

THE OYAMA 

小山地区自転車交通安全教室 

♪ 向陽鼓笛隊発表会 ♪ 

防犯講習会 

 広報部員紹介 

４ページ 

市政功労表彰 

 5.20 

防災専門員の選任 

平成28年度 活動方針 小山地区自治会連合会会長 石井今朝太 

１ページ 

「丸山自治会」 

2月28日(日）午後2時から向陽小学校体育館で第34

回向陽鼓笛隊発表会が開催されました。相模原市では

一番最初に出来た鼓笛隊であり昨年は50周年を迎えた

伝統ある鼓笛隊です。 昨年も5月の市民若葉まつり

のパレード参加をはじめとして、健康まつり、ミュー

ジックフェスタ、各地の夏祭り、ふるさとまつりなど

に参加して素晴らしい演奏を披露しました。この日の

発表会では開会式のあと、1部、2部に分かれて「そよ

風をうけて」、「SISTER」などが演奏され参加者か

ら盛んな拍手を受けました。 
 

 2月13日（土）午前10時から、小山公民館大会議

室において防犯講習会が開催されました。エンターテ

イメント集団ＧＩＦＴの髙橋さんの軽快なマジックを

交えた「振り込め詐欺防止セミナー」は、笑いを通し

てしっかりと記憶に残りましたし、防犯指導員の武川

様の講話もズシリと心に届きました。当日は寒い日で

はありましたが53名の参加者の笑顔と熱い拍手が印

象に残った講習会でした。 

平成23年3月11日、東日本大震災が発生して早や5年が過ぎました。復興が進むと共に記憶が薄

れていくのが気にかかります。私達自治会連合会も常に防災に関する心の準備を持ち続けなけれ

ばならないと思います。昨年は、まちづくり懇談会のテーマとして「相模原駅周辺まちづくり」と「幹

線道路の整備計画」等について相模原市と協働推進してきました。今年度も引き続きこの課題に

取り組み、更に下記の事業についても各地区と結束を図り推進して参ります。 

２月１０日（水）午後３時から、こばと児童館で自転車交通安全教室が開催

されました。児童館には子供たち約３０人が集まり、市生活安全課防犯交通

安全指導員から「交通安全のおはなし」を１５分間聞いた後、「自転車シ

ミュレーター」で道路走行を模擬体験しました。自転車シミュレーターは用

意された自転車にまたがりペダルやハンドル、ブレーキを操作するとその通

りに正面のスクリーンの画面が動くもので、居ながらにして自転車に乗って

いる気分になります。子供たちは全員が自分で決めた目的地に向かって自転

車を走らせ、交通指導員から安全運転のアドバイスを受けて交通ルールを楽

しく学んでいました。 

 昨年は新築住宅

12世帯が入会され

会員世帯数は１６０

世帯弱に増えました。 

これを機会に今年は 
班編成を見直したほか、毎年交代し

ていた各部会の部長を三役が担当す

るなど継続的な活動が行える様にし

ました。また４月からは自治会ホー

ムページも開設し、情報の迅速化と

共有化を進めています。 

「宮下自治会」 

昨年度に引き

続き「防災」

「防犯」及び

「子供から 

高齢者まで安心して暮らせるまち

づくり」を進めて参ります。特に

今年は自治会発足から６０周年の

佳節を迎えます。役員の皆さんと

共に一歩前進の年とします。 

「すすきの自治会」 

今年度から自治会

長を務めることに

なりました。 

住民の皆様と共に、お互いが協力しな

がら、「人に優しい、安全・安心の町

づくり」を形成して行きたいと考えて

おります。自治会活動においても、役

員の高齢化が課題となっており、若い

方の参加を大いに期待しています。  

「東第一自治会」 

 今年の目標は健康第

一で、“自分の体は自

分で守る”を合言葉に、

各種事業に積極的に参 

加し、隣人同士が一致結束して町内

の活性化を図ること。 

又、町の特性を生かした防災に取り

組み、町の安全・安心を確保できる

まちづくりを目指します。 

入谷会長 渡 会長 

遠藤会長 村西会長 

安藤会長 堀田会長 

江口会長 

武井会長 

星 会長 

当自治会は向陽小学

校の北側とすすきの

保育園の周りを囲む

ような所に位置し 

「すすきの向陽自治会」 

通学・通勤に恵まれた地域です。 

200世帯弱の小さな自治会ですが、

毎年夏祭りと暮れの餅つき大会は皆

さんの楽しみです。これからも住ん

でよかったと思われる町づくりを目

指して取り組んでまいります。 

「久保原自治会」 

地域住民連帯の重要

さを指針とし、地道

な呼びかけが一歩ず

つ前進しているよう

に思われます。 
一般住民と事業所間の交流、更に

“つくし会”、“子ども会”の参入

で地域の一体化を図り、支えあい、

助け合いの認識度の高揚に努めます。 

「向陽町自治会」 

今年の最大課題

は向陽宿舎（官

舎）の廃止によ

る急激な人口減

です。 
特に子供・若者・熟年が減少する

現実を前に、本年の役員・会員と

一層協力して各行事に取り組み、

笑顔あふれる町にと考えています。 

ホームページ開設のお知らせ 
  平成28年度も村西

部長以下6名で広報紙

「おやま広報」の編

集を担当いたします。

メンバー紹介  

   （敬称略） 

部 長  村西弘明   部 員  秋和由紀雄 

副部長  藤野英樹   部 員  渡邉史明 

部 員  平野博美   部 員  永山康雄 

部 員  石井今朝太（地区連会長） 

秋和 

石井 渡邉 

藤野 村西 平野 

永山 

この度 小山地区自治会連合会独自のホームページを開

設いたしました。自治連全体として、或いは各自治会と

しての最新情報を随時掲載し、地域の皆様にお役立てい

ただくのが目的です。回覧板や配布資料と併せてご利用

ください。  

ホームページは右のＱＲコード 

で開けます。ＵＲＬは以下です。 

http://sagamihara- (ハイフン） 

oyamajichiren.jp/index.html 

黛 和衛氏 井出慶一郎氏 

平成27年11月20日、 

けやき会館において、

市政の進展、公共の

福祉の増進に多大な 

功労のあった方々の表彰式が行われました。 

小山地区からは次の2名の方が受賞されました。 

☆老人クラブ活動 寿寿喜の会 井出慶一郎さん 

☆交通安全活動  

    交通安全協会小山支部 黛 和衛さん 

関口邦夫氏 田中伸一氏 

平成28年度、小山地

区内の2名の方が防災

専門員として選任さ

れました。 

☆宮下自治会 関口邦夫さん（平成１８年から担当）  

☆すすきの自治会 田中伸一さん（本年より担当） 

 防災訓練、研修会等の計画・実施等、地区のリーダー

として活躍いただきます。 

「氷川町自治会」 

氷川町自治会はＪＲ

横浜線の南側に位置

した住宅地に在り、

自治会館と公園を備

えています。 
住宅の立替えが進み、若い世代の入

居が多く、自治会活動に新しい空気

を吹き込んでいます。町内各団体の

活動も活発で、全小山地区との交流

も心がけて居ます。 

「相模原駅前自治会」 

 相模原駅前自治会

は、マンションも多

く自治会区域内に清

新地区と小山地区が

同居する特殊な形態 

です。自治会最大の行事であるお祭

りには、ＪＲ横浜線相模原駅を抱え

る地の利を生かして通勤客も呼び込

み、その結果模擬店の売り上げはＵ

Ｐして大いに盛り上がります。 

１．自治会未加入者の加入促進を各自治会と取り組み加入率のアップを図る 

２．自転車事故多発指定区域から脱却する(中央区は県内4番目に多い) 

３．小山地区自治会連合会専用ホームページを開設し情報の共有化を図る 

４．広域交流拠点整備計画検討会の答申と小山地区エリアとの関連に参画する 

http://sagamihara-oyamajichiren.jp/index.html 


