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▼はじめに
このニュースレターは、八戸市連合町内会連絡協議会での取り組みや八
戸市内の連合町内会・町内会・自治会での活動などを紹介し、相互の情
報共有や各町内会等での活動に役立てていただくこと、さらには、市民の皆
さまにもお読みいただき、町内会の活動への関心を高めていただくことを目的
に発行するものです。
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平成 30 年度の新規事業

ンドホテルにて、『八戸市連合町内会
連絡協議会総会』が開催されました。
総会では、29年度事業報告、30年
度の事業計画が、原案どおり承認され
ました。
また、今年度は役員改選期であり、

○ (仮称)青年部による意見交換会
地域の次世代を担う、若い世代の皆さんによ
る情報交換と、新たな地域間ネットワークの形
成を目指します！

○ 町内会啓発動画出前上映

新役員が選出されました。会長には、

町内会活動や、地域とかかわるきっかけを紹

巻 文一郎 氏（柏崎地区連合町内会）

介した「町内会88ムービー」。ご用命があれば

が就任しました。

事務局が出前上映いたします。

⇒次ページに就任挨拶あり

2 ページ
会長就任挨拶 （平成 30 年６月 26 日、総会にて）
八戸市連合町内会連絡協議会

会長

巻 文一郎 （柏崎地区連合町内会）

2ペー
皆様のご承認をいただき、
会長に就任いたしました。
中川原会長の後を引き継
ぐ事になり、私に務まるのか
どうか不安もありますが、こ
れまで引き継いできた事業

＜平成 30 年度新役員（任期 2 年）＞
会

長

副会長
〃

堰端 治 （島守地区自治会連合会）
柳谷 強 （根城地区連合町内会）

理

を実施すると共に、今年度の事業も皆様のご指
導とご協力のもとに誠心誠意取り組んで参り
たいと思っておりますので、よろしくお願いい
たします。

巻 文一郎 （柏崎地区連合町内会）

事

北山 博秋（館地区連合町内会）

〃

荒川 繁信（白銀振興会）

〃

大瀧 清司（大館地区連合町内会）

〃

上野 茂宣（上長地区町内連合会）

地域で活躍する方・したい方を応援します！

地域コミュニティ人材育成アカデミー
地域コミュニティ人材育成アカデミー
第３期生募集
日程・講座名（予定）

町内会のノウハウを学ぶアカデ

日程

講座名

10 月 21 日（日）

町内会の基礎知識
～運営の基本と心得～

10 月 28 日（日）

魅力ある町内会活動のつくり方
～地域コミュニティ活性化のヒント～

11 月 4 日（日）

企画 PR 実務
～人が集まる企画・チラシの作り方～

12 月 9 日（日）

市内町内会運営実務紹介

ミーを開講します。
「地域デビューしたい！」、
「町内
会ってどんなことをしている
の？」、
「町内会でイベントを企画し
たい！！」、
「イベントを上手に宣伝
するにはどうしたらいいの？」
そんな皆様の疑問に答えます！
皆様の参加お申込みを心よりお
待ちしております。

■対

象

市内在住者（年齢不問、町内会役員も可）

＊原則 4 回の講座全て受講出来る方
■定 員 30 名程度（※受講料は無料です）
○申込期間 （予定）
平成 30 年 8 月 20 日（月）～９月 20 日（木）
○申込方法
電話・FAX・E メールで市民連携推進課までお申込みください

8 月上旬に各町内会
へチラシにて正式な内
容をご案内する予定
です♪
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地域の活動紹介

チラシは市内中に配ったので、白銀から離れて
いる地元出身者も遊びに来てくれました！

きっかけ
みしまうえ

三島上町内会(佐々木孝雄 会長)では、
平成 30 年４月 22 日、しろがね夜桜フェ
ス 2018 を開催しました。自分たちが子ど
もの頃に楽しみにしていたような出店や
賑やかな曲が流れる、懐かしい感じの地域
のお祭りを、今の子どもたちにも楽しんで
ほしいのと、更には、自分たちも楽しみた
いということで、白銀振興会の青年部に協
力いただきながら 4 年前から始めました。

◆佐々木会長手書きのポスター◆

公園から深まる交流
住宅街の公園を会場としたフェスに
は、多くの子どもが集まることから、そ
の親世代の参加も多く、様々な世代の交
流が深まっているのを感じます。遊びな
れた公園の普段とは違った雰囲気に、目
◆高館駒踊りのようす◆

を輝かせ、公園内を走り回る子どもたち
の姿がとても印象的でした。
また、今年は、白銀振興会青年部と交
流のある高館地区連合町内会の青年部を
通して、
「高館駒踊り」にも参加していた
だき、地域の枠を超えてフェスをとても
盛り上げていただきました。

今後について

◆ライトアップされた公園の桜◆

運営スタッフは、それぞれの得意
みしまうえ盆踊大会
｢デスコナイツ 2018｣を
8 月 5 日（日）沢向公園
で開催します。
70’s ディスコヒッツで
ダンシング！
君もヒーローだ!！

分野で、出来る範囲で協力し合い、
楽しみながら運営しています。それ
を見た子どもたちが、大人になった
時に、地域のお祭りを「楽しいこと」
として、次の世代へとつないでくれ
ることを期待します。

◆佐々木会長◆
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町内会のことを
動画でＰＲ!!

昨年度に続いて、町内会のことを分かりやすく紹介する、88 秒の短編動画（全 8 編）
『町
内会 88(パチパチ)ムービーパート 2』が出来あがりました。
パート 2 では、最近引っ越してきた若者が町内会に誘われて加入する気持ちになるまで
のショートストーリーになっています。
動画は、市のホームページや動画投稿サイト YouTube（ユーチューブ）で視聴できる
ほか、動画 DVD の貸出も行っています。
さらに今年度から出前上映も行います。地域のイベントや加入促進キャンペーン等、
町内会の PR にぜひ、ご活用ください。
貸出、出前上映を希望される場合は、下記事務局、市民連携推進課までご連絡ください。
～ ムービー内容 ～
1. 得意なことで参加しよう～イベント編～
2. 好きなことで参加しよう～広報紙づくり編～

スマホで

3. できる時間で参加しよう～防犯活動編～

も OK !!

4. お得な地域情報がいっぱい～公民館編～
5. みんなの笑顔がうれしいね！～炊き出し編～
6. 人とつながる！～班長編～
7. 情報の宝庫！～回覧板編～
8. この街大好き！～町内会加入編～

町内会

88 ムービー
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