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ー これからの 年ー
政由

体など多くの団体が活躍し

地区社協やボランティア団

な っ て き ま し た。 加 え て、

分野で、地域の大きな力と

や防災活動をはじめ様々な

活発であり、ゴミの資源化

綾瀬では、自治会活動が

違いありません。

の規模が優位に働くのは間

ちづくりにおいても、綾瀬

国人労働者対策や共生のま

れから本格的に着手する外

からできたと言えます。こ

市民の距離感が近い綾瀬だ

ています。小さな都市だか

綾瀬市にとって昨年は市

す。市政施行当初に目指し

会に大きな影響を及ぼしま

人口減少は、地域経済や社

に把握できているからこ

握し、課題やニーズが的確

れは市内事業所の状況を把

業を展開していますが、こ

ど他市に比べて突出した事

入社式・合同研修の開催な

スの構築、新採用職員合同

工場」に見立て、
データベー

では、市内企業を「あやせ

も、 工 業 の「 も の づ く り 」

最近の市の施策をみて

に適応したものだけが生き

生き残るのではない。環境

は「大きくて、強いものが

進化論を唱えたダーウィン

い く こ と が 欠 か せ ま せ ん。

にとらえ、的確に対応して

わります。この変化を迅速

展など社会環境は刻々と変

口減少、ＩＴ化、ＡＩの進

重要です。少子高齢化、人

れをどう活かしていくかが

いった利点があります。こ

小さい方が、環境の変化

政施行 周年の節目の年で

た人口 万、 万人都市は

そ、事業展開につながって

残るのだ」と言っています。

らこそ地域コミュニティが

ありました。今年は、５月

もはや達成するすべはな

いるのです。

に素早く対応できる、意志

に元号が改まり、新たな時

く、現在の８万４千人規模

行政と民間が一体となっ

今後とも綾瀬の規模を最

存在し、人と人のつながり、

代の幕開けとなります。本

で推移していくと想定され

て誘致を行っているロケ誘

大限に活かした綾瀬らしい

決定が早い、軌道修正が容

市にとっても次の 周年に

て い ま す。 こ れ か ら は

致についても、農家と行政

施策を展開し、持続可能な

顔の見える関係ができるの

向け、新たにスタートを切

８万４千という綾瀬の規模

が連携した朝採り野菜の出

都市を造ってまいりたいと

易、きめ細やかな対応、と

る年となりました。これか

だからこそできる、これを

荷やブランド化も、また子

考えますので、ご支援よろ

だと思います。

らの 年は、本市の将来に

綾瀬の武器に替えて、都市

育てや地域福祉事業も、大

しくお願いいたします。

ると思います。
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いりますので、ご支援よろしくお願い申し上げます。

と心から感謝いたします。今年もより一層努力してま

これもひとえに市民の皆様のご理解、ご協力のおかげ

方々から高い評価をいただいた事業も多々あります。

業を推進してまいりました。なかには市内外の多くの

とって大変重要な時期にな

の質、生活の質を向上させ

都市では難しいが、行政と

た綾瀬」の実現に向けて、５つの政策を柱に様々な事

折り返し点を過ぎました。この間、
「活力と魅力に満ち

市長に就任して３回目の新年を迎え、早くも任期の

明けましておめでとうございます

古塩

10

ていくことが重要です。

急速に進む少子高齢化や
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◎支部長会開催

◎忘年会開催

月 日に後援会主催で、ニューロード
において忘年会が開かれました。多数の参
加者たちと楽しいひとときを過ごすことが
できました。

２

2

☆古塩まさよしホームページとブログを UP しております。どうぞごらんください。⇨検索 古塩まさよし
▲

新年の御挨拶

◎古塩まさよし「市政報告会」開催

支部長会が 月 日開かれ、２月 日開
催予定の「古塩まさよし 新春の集い」開
催準備等について話し合いました。

もよく分かった」
「面白かった」とのご意見
が寄せられました。
当日は２００名を超える方々に出席いた
だきました。参加された皆様、また運営・
設営にご協力いただいた皆様に感謝申し上
げます。

平成 年度古塩まさよし「市政報告会」
が 月 日（日）綾瀬市オーエンス文化会
館小ホールにおいて開催されました。
古塩市長提案の５つの政策に基づき、市
民の皆様が関心のある事業を中心に報告し
ました。特に、厚木基地の問題や子どもの
教育について、詳細に説明がありました。
報告後の質疑応答も活発に行われ、また
参加された皆様から「綾瀬市のことがとて
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…小器凡器の独り言…

人は男性が
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古塩まさよし後援会

が、今の平均寿命が変わら

男性

１０１歳まで生きることに

後援会
活動
報告
10

会長 近藤 亘

ます。会員の皆様には、昨
なければ、昨年 歳の人の

割の人が生きている。平均

年大変お世話になりまし
平 均 寿 命 は 男 性 ・ ０ 歳、

平成最後の新年、皆様明

た。本年も更なるご理解、

女性 ・１歳。だが、２人

寿命自体は毎年延びている

ご協力の程よろしくお願い

に１人は男性が 歳、女性

そして「人生１００年時代」

なる。つまり、中高年男性

が、 ％生存者に入れば

２

けましておめでとうござい

申し上げます。

は 歳まで生き、４人に１

とも言われています。これ

は「人生 年以上時代」に

さて、現在平均寿命は、

は、今世紀に生まれた子ど

達しつつあるし、女性はま

歳、 女 性 は

もや若者たちの寿命が

さに「人生１００年時代」

歳です。

１００歳を超えるのではな

が始まりつつある。と…

歳、女性

いかと考えられていること

私は今年 歳になります

ところで、長浜バイオ大

歳、 ％生存者に入れば

と思っております。
学の永田宏教授がこんなこ

歳まで生きることになりま

はなたれ
こぞう おとこざかりは百

は

と複雑だが、その数値は若

から百から（彫刻家 平櫛

、

くしてなくなった人が全体

田中）
」まだまだこんな気

す。
「

の平均を下げており、実際

…平均寿命の定義は意外

とを発表されています。
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古塩まさよし後援会
2019 年度 活動予定
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持を持って生きるべきか！

60

11

☆研修バス旅行
皆様ぜひ
ご参加
日程：5 月下旬〜６月上旬頃
ください
☆古塩まさよし市政報告会
日程：6 月 29 日（土）
場所：綾瀬市オーエンス文化会館小ホール

☆新春の集い（2020 年）
日程：２月頃
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には平均寿命の段階でも６

▲ 市政報告会
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