
 

原宿一丁目町会は、明
るく平等に自由な意見
が言える人々の集まり

です。 
この町会には、防犯、防災、交通安全、
保険、衛生、環境美化、体育、社会福祉
事業、青少年、婦人部、その他町会親睦
事業、文化、広報活動、行政官庁との連
絡要望、会員相互の親睦など町機能の全
てが揃っております。 
しかし、地域の方々の町会への参加率は
20%も有りません。神宮前地域で最下位
です。（原ニ、原三とも40％前後です） 
現状は厳しい状況と言えます。 
町会地域には、新しいマンションやビル
の人達の増加等プラス要因があるにも関
わらず町会への認識は弱く、又町会員も
老齢化が進み会員増強は急務です。 

会員増強は町会活性化の最大の力です。
特に若い人達のパワーが必要です。 
それには、「町会の透明化」がどうして
も必要です。 

町会の活動内容や役割、お金の使い方、
どの様な人が参加しているのか等、外部
の人達からの共感が必要です。もっと
もっと会員外の人達への働きかけや区な
ど行政の応援も頂く事も大事です。 

もう一つは、「若い人達との目線」で
す。 
町会の目線は若年層からは同一目線とは
捉えられていない様な気がします。 
そんな会に若い人達は自ら入りません。 
若者層の目線で考えて見る、そして行動
して見るには、何が必要でしょうか。 
未来企画部は考えます。 

未来企画部は、町の向上発展をはかり会
員相互の親睦および共存共栄の実を上げ
る仕掛け作りをする部です。 
町会の将来に亘る課題に対して具体的に
立案提案し、町会員皆様の御協力の下行
動して参ります。

去年10月は国勢調査員
を町会役員の方々に
やって頂きました。 

いざ、地震や災害が起これば、原宿の丘
に駆けつけ避難所の運営を開始します。民
泊施設の確認、注視。ネズミ駆除剤の配布
等々。掲示板、回覧板（例えば去年12月は
年末年始のごみ収集日案内。行政関係、警
察、消防等のチラシ）は1年中稼働してい
ます。 
町会は行政機関等を支える最末端組織、
末梢血管の様です。 

町会機能が疲弊し高齢化、人出不足に陥
ると行政機関自体が不測を来す事がありえ
ます。 
その結果、私たちの地域社会も、何らか
の影響を受けるでしょう。多分、行政は、
私たちの代わりはしてくれないでしょう。 
大げさかもしれませんが、そうならない
為にも町会に関心を持って、声をあげてく
ださい。 
若い人、新しい力が必要です。皆様のご
協力を賜りまして、より良い地域社会をめ
ざしたいと願っております。

総務部 
地域を愛するスポンサー 

青山ウエスト歯科 / 青山熊野神社 / 青山肩楽堂はり・きゅう整骨院 / ELTE 表参道 / 岡本ビル / おたふくわた / 香咲 / 
Cafe Hooky /嘉麟香 / ㈱ガルテン / 國學院高等学校 / 三光産業㈱ / ㈱ジム / 新川屋田島酒店㈱ / Dive to Wine 神宮前 / 

大宝山 長安寺 / 蛸あざぶ / とうふ創菜Dining 蒼 / とちの樹 / とんかつ七井戸 / 日本基督教団 原宿教会 / 
日本不動産アドバイザーズ㈱ / 原宿の丘コミュニティ委員会 / 原宿幼稚園 / ファミリーマート神宮前三丁目店 / 

フェイズアオヤマ / フラッツ矢野 / FUGA / Hair & Make Ridicule / ㈱堀内カラー コマーシャルイメージングセンター / 
焼き鳥今井 / Lift up Cut SUNAYAMA / 蓮光山 妙圓寺 （五十音順・敬称略） 

原宿一丁目町会のホームページは、スポンサーの皆様からの協賛金で運用されています。 
ご興味のある方は、町会ホームページ内のお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

75才以上の町会員の皆様
に敬老お祝品をお届けし
て早40数年、当初私１人

で町内全域を担当していましたが、今では
６、７人の方にお手伝い頂き随分と楽に。 
これまでお祝品は海苔でしたが、去年ク

オカードに変更。結果概ね好評の様でし
た。そしてついに今年は私も頂ける身に。 
これからも頑張ります。

事務局 

毎月の定例役員会の案
内の作成、配布、議事
録の作成をしています。 

また、掲示板や回覧板の準備をしてお配
りしています。現在４人でしていますがそれ
ぞれの時間の空いている時に行っています
ので、手伝っていただける方大募集！是非
お願いいたします。（平日、日中１時間程
度です）

原宿一丁目町会 
制作：広報部　　制作責任：広報部部長　藤岡秀行 
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明日に向かって 
未来企画部　

コロナ禍の中、皆さまいかがお過ごしでしょうか？ 
昨年からの新型コロナウイルスの影響で、町会活動が大きく制限を受けました。そうした中で

の町会・各部の取り組みや希望、課題などを町会長および各部部長よりお届け致します。

町会は末梢血管の様 
原宿一丁目町会 会長　



防火防災部 

コロナの為、昨年は熊野
神社で行う夏季ラジオ体
操と地域を「火の用心」

と大きな声で回る歳末子ども火の用心は残
念ながら実施できませんでした。 
今年こそ元気な子どもたちの声が響く会

が実施できますこと願っています。

婦人部は、日赤奉仕団神
宮前分団の諸活動や、社
会福祉法人聖明園への献

品、地域のご婦人の皆さまとの交流の場と
して「原一女子会」を企画する等の活動を
行っています。また皆さまとの楽しい女子会
が開催できることを願っています。その時に
は是非とも多くの方々のご参加をお待ちし
ています。

婦人部 

体育部 まちづくり部 環境美化部 

交通部 青少年部 

保健衛生部 防犯部 広報部 

会計部 

防犯部は、警察との更な
る連携強化によりタイム
リーな防犯情報を皆様に

提供します。町会の問題としては、若手町会
員の募集に総力を挙げると共に、若手が活躍
出来るようにしたいと思います。又、コミュ
ニケーションやコロナ禍の対応として、連絡
事項のメール化、会議・打合せはズームな
ど、オンライン化を検討いたします。

いざ災害が起きたら、家
族・隣近所で助け合うこ
とで（自助・共助）、い

のち・生活を守り、公助を待ちます。 
ふだん、なかなか町会活動に出られない、

特に若い方々の力も期待されます。 
東日本大震災から10年。皆で意識を高め

て行ければと思います。

保健衛生部では害虫駆除
剤の配布や高枝ばさみの
貸し出しをしています。

衛生的な原一を目指して過ごしましょう。 
新年会やお花見、盆踊り、バス旅行等々

楽しい行事がたくさんありますので、積極
的に参加してもらい町会の楽しさを知って頂
きたいと考えます。

広報部では原一通信の発
行、町会ホームページの
更新を行っております。

コロナのため様々な行事が中止となってし
まっていますが、状況が改善しましたら、
また皆様の笑顔をお届けできるように精進
して参ります。 
原一通信や町会ホームページで雰囲気を

感じ取って頂き、イベントへ参加するきっか
けとなれば幸いです。

会計部は皆様からお預か
りした町会費を管理して
います。近年は集金担当

者の高齢化が進み頭を悩ませているところで
す。令和2年度は、様々な行事が中止になり
大幅な黒字が予想されます。令和3年度は、
行事に参加される皆様に少しでも還元できた
らと思います。笑顔でまた皆様にお会いでき
るのを心待ちにしております。

交通部は、全国交通安全
運動（春・秋年２回開
催）への協力が主な活動

です。期間中は町会員が日々テントからの見
守り活動を行ってきましたが、コロナ禍で
は３密回避の活動が求められます。 
引続き原宿警察署や東京都交通安全協会

の意向を勘案し皆さまと共に地域の安全向
上に協力して参りたいと思います。

国内のみならず世界的に
も注目される原宿神宮前
地区。街への愛情深い人

たちが「まちづくり協議会」に集い原宿駅
保存・よさこい・イルミネーション等につ
いて情報交換しています。 
密にならない移動手段として自転車が増え

ていますが、個人的に自転車対策分科会の
リーダーもしています。

体育部は、原一町会の行
事と神宮前地区体育会主
催の行事（運動会やハイ

キングなど）への参加を中心とした活動を
行います。 
ただし、コロナウイルスの対応で中止と

なるイベントが有りますので、掲示板や回
覧板をご確認なさったうえで、ご参加頂け
ますようお願い致します。

コロナ禍の日々皆様いつ
も色々とお疲れの事と思
います。美化活動にいつ

も御協力を頂き有難うございます。冬枯れに
少しでも花の色が映れば幸いです。 
町会としては従来の課題でもあります若い

方々の関心興味を如何に『魅』き寄せる事が
出来るか、折角の原一町会の雰囲気を広がり
をもっと共有していけたらと思います。

文化厚生部 

コロナ禍においてもう１
年以上もたちますが、ま
だまだ収束の兆しが見え

てきません。4月の観桜会、7月の盆踊り大
会と例年なら開催の予定ですが、今年も中
止せざるを得ない状況です。 
文化厚生部は唯一楽しいワクワクするイ

ベントを提供出来る部として、日々試行錯
誤しております。早く皆さんの笑顔にお会い
出来る日を楽しみにしております。
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