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¡La asociación del vecindario
(Chonaikai)

puede brindarle apoyo 
en su vida!

豊川市・豊川市連区長会豊川市・豊川市連区長会
La ciudad de Toyokawa / Asociación de líderes de la comunidad de ToyokawaLa ciudad de Toyokawa / Asociación de líderes de la comunidad de Toyokawa
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町内会ではこんな活動をしています！
¡La asociación del vecindario permite 

realizar muchas actividades!

ちょうないかい

せいそうかつどう

清掃活動
Actividad de
limpieza

P.5

かつどう

ちょうないかい じゅうみん

そしき

ちいき ひと こうりゅう すあんぜん かつどうめ ざ

町内会は、「地域の人と交流し、安全で住みよいまちを目指して活動する住民の

組織」なんだリン☆

¡La asociación del vecindario es la organización residente activa 
para socializar con los vecinos y lograr que nuestra ciudad sea más 
segura y sociable☆

町内会に入るとあなたにとっていろいろな良いことがあるんダりそ★　

ページをめくるんダりそ★

¡Descubrirá muchas cosas buenas cuando se una a la asociación 
del vecindario★
Le contaré más, ¡así que vaya a la página siguiente★
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登下校の見守り
Supervisión de

viajes a la escuela

とうげこう みまも

P.3

お祭り
Festival

P.4 P.2

防災訓練
Simulacro ante
catástrofes

こ かい

まつ ぼうさいくんれん

子ども会
Club de niños
(Kodomokai)

ちょうないかい はい よ



たんか きゅうじょ ようす

担架で救助する様子
Escena de rescate con extensor

た だ ようす

炊き出しの様子
Escena de preparación de alimentos

みずしょうかき くんれん ようす

水消火器での訓練の様子
Escena de simulacro con extinguidor 

de incendios

日ごろから災害に備えて心がけておくことで、災害が起きた時にも正しい判断や行動ができることに

つながります。町内会では、普段から防災訓練を行っています。

Puede tomar la decisión correcta y entrar en acción si se prepara para una catástrofe 
a diario cuando esta azote nuestra ciudad.La asociación del vecindario realiza 
simulacros ante catástrofes con frecuencia.

災害が起きた時に協力して食料を用意できるよう

に、「炊き出し」の訓練をしたり、けがをした人の

助け方や運び方を、消防団や消防署の方たちと一緒に

練習しています。

Pract icamos con bomberos c iv i les y 
profesionales sobre la forma de rescatar 
personas lesionadas con extensores, 
prepararse y ayudar a las víctimas de la 
catástrofe a fin de cooperar cuando 
ocurren desastres inesperados.

災害時の避難所（災害のときに逃げるところ）は町内会が運営しているん

ダりそ★

La asociación del vecindario mantiene refugios 
(lugares de evacuación) en caso de catástrofes★
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災害が起きた時に助け合います
Cuando las catástrofes azotan la ciudad, 

nos ayudamos entre nosotros.
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防災訓練 Simulacro ante catástrofes
ぼう さいくん れん
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登下校の見守り
Supervisión de los viajes a la escuela

電柱に取りつけられている防犯灯
Iluminación de seguridad colocada

 en un poste eléctrico

防犯パトロール
Patrulla de seguridad 

車がたくさん通る道路や交差点など、地域の危険な場所に立って、声をかけながら子どもたちの登校

や下校を見守っています。また、地域のいろいろな場所を歩きながら防犯パトロールを行っています。

Nos colocamos en una intersección o en una carretera para controlar el tráfico 
escolar a fin de evitar accidentes y supervisar los viajes de los niños que entran y 
salen de la escuela.También recorremos el vecindario para evitar delitos.

暗い夜道を照らしてくれる防犯灯は、町内会で取り

付けています。電気料金も町内会で支払っています。

また、防犯灯だけでなく、防犯カメラを取りつけて

いるところもあります。

La asociación del vecindario colocó iluminación 
de seguridad que ilumina las calles durante la 
noche para obtener mayor seguridad.
Nosotros pagamos la factura de electricidad. 
En algunas zonas, ya se han colocado cámaras 
de seguridad para evitar delitos.

登下校の見守り、防犯パトロール
Supervisión de los viajes a la escuela. Patrulla de seguridad

犯罪や事故から住民を守ります
Protegemos a los residentes de accidentes y delitos

はんざい

とう げ  こう み  まも ぼうはん

防犯灯 Iluminación de seguridad
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まつ うんどうかい さんか ふだん はな ひと なかよ

お祭りや運動会に参加してみると、普段はなかなかお話しできない人とも仲良く

なれるだリン☆

Si decide participar en el festival o en la reunión atlética, tendrá la 
oportunidad de relacionarse con los vecinos y hablar con los que 
apenas conoce en su vida cotidiana☆

でんとう まつ

伝統のあるお祭り
Festival tradicional

うんどうかい

運動会
Reunión atlética

なつまつ

夏祭り
Festival de verano

子どもからお年寄りまでたくさんの人が参加して交流を深めます。イベントを楽しみながら、地域の

住民同士でコミュニケーションをとることができます。

Los niños y ancianos participan de manera activa en el festival para socializar entre sí.Los 
residentes locales pueden comunicarse entre sí fácilmente mientras disfrutan del festival.

小学校の運動会とはちがって、地域の方々が中心と

なって運動会を開きます。一緒にがんばることで、

近所の人同士の結びつきが強くなります。

Si bien no son como los deportes escolares, 
los residentes locales organizan reuniones 
atléticas para socializar en la zona.
La idea de mantener una buena salud física 
profundiza los vínculos entre los residentes 
locales.
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お祭り Festival

地域の住民同士で交流します
Estamos dispuestos a la comunicación mutua

ち  いき こうりゅうじゅうみん どう  し

まつ

運動会 Reunión atlética
うんどうかい

こ とし よ
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せいそうかつどう

清掃活動
Actividades de limpieza
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ごみステーション
Estación de residuos

家庭で出たごみを集める場所を「ごみステーション」

といいます。ごみステーションのそうじや管理も町内

会で行っています。

El lugar donde se recolectan los residuos de 
los residentes se denomina "Estación de 
residuos".La asociación del vecindario 
también lo supervisa y limpia.

ごみステーションの管理
Supervisión de la estación de residuos

住みやすいまちにしています
Hacemos que su vida sea más cómoda

す

かん り

道路や公園、川に落ちている空き缶や空きびんの回

収を行っています。地域で力を合わせてまちをきれい

にしています。

Recolectamos botellas y latas vacías en la 
zona de la carretera, el parque y el río.
Las personas que viven en el área cooperan 
y se ayudan entre sí para mantener una 
ciudad prolija.

く きょうりょく かんり

暮らしやすいまちがあるのも、みんなで協力して管理しているからなんだリコ♡

La asociación del vecindario local supervisa y coopera con los 
miembros para limpiar mi ciudad y mantenerla prolija♡

清掃活動 Actividades de limpieza
せいそうかつどう

か てい で あつ ば しょ

おこな

かん り

どう ろ こうえん

おこな ち いき ちから あ

かわ お あ かん あ かい

ちょうない
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しゅう



たいこ えんそう ひろう ようす

太鼓の演奏を披露する様子
Escena de juego con tambores 

japoneses

まつ みこし かつ ようす

お祭りでお神輿を担ぐ様子
Escena de transporte de un 

relicario portátil

かつどう ようす

サロン活動の様子
Escena de actividad de salón

子ども会は、地域ごとに保護者と子どもの両方が参加する団体です。加入すると、地域で行われるイ

ベントに参加し、楽しみながら、地域でのつながりを広げることができます。

El club de niños es una de las actividades en la que pueden participar tanto los 
niños como sus padres en cada área.Si se une a él, podrá formar parte de 
eventos y ampliar su conexión con sus vecinos mientras se divierte.

老人クラブは、地域に住むお年寄りが、仲間づくり

を通して、自立し、生きがいのある生活を送れるよ

うに組織された団体です。地域の集会所に集まって

話をするサロン活動だけでなく、ボランティア活動

や、パトロール活動を行っています。

El club para mayores es una de las actividades 
establecidas para independizarse y lograr una 
mejor calidad de vida a través de los miembros 
en similares condiciones que viven en la misma 
zona.Además de las actividades de salón 
(salón de charlas) en el lugar de la reunión, 
realizan actividades de patrullaje alrededor del 
vecindario para garantizar que los vecinos 
estén seguros, y llevan a cabo actividades de 
voluntariado.
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子ども会 Club de niños (Kodomokai)

子ども、高齢者へのサポートがあります
Contamos con un sistema de apoyo para niños y ancianos

こ こう れい  しゃ 

こ かい

老人クラブ Club para mayores (Rojin Club)
ろうじん

こ かい ち いき

さんか たの ちいき ひろ

ろうじん ち いき
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豊川市役所市民協働国際課
División de Actividades Cívicas
e Internacionales, Toyokawa

豊川市連区長会事務局（市民部市民協働国際課）
Oficina de la asociación principal del distrito de Toyokawa(División de Actividades Cívicas e Internacionales)

株式会社 豊橋印刷社

TOYOIN Sociedad Anonima

とよか わ   し  やく しょ   し  み んきょうどうこくさい  か

FAX

0533-89-2165

0533-95-0010

電話/Teléfono
でん  わ

町内会加入の手続きについて
Para ver el procedimiento para unirse a la asociación del vecindario

ちょうないかいかにゅう て つづ

ちょうないかい はい よ

町内会に入るにはどうしたら良いんだリコ？♡

Deseo saber cómo unirme a la asociación del vecindario♡

町内会長さんに電話をして、「町内会に入りたいです！」と伝えてください。

町内会名と町内会長さんの連絡先がわからないときは、以下の電話番号に連絡をしてください。

Realice una llamada telefónica al jefe de la asociación para informarle que 
desea unirse a ella.Si no conoce el número telefónico, llame al siguiente 
número.

町内会の活動の運営には、それぞれの家庭が納める町内会費が必要です。みんなで住みや

すい地域にしていくためにも納めてください。

Se cobra una tarifa de membresía para mantener la asociación.Páguela para 
que podamos seguir viviendo en sociedad.

町内会では活動を運営するため、様々な仕事があります。入会と同時にやる必要はありま

せんが、活動を見ながら、町内会の仕事について一緒に考えていきましょう。

Hay muchos factores que impulsan nuestras actividades.No es necesario 
que se una a dichas actividades de inmediato, pero hablemos de lo que 
puede hacer por ellas (y cómo hacerlo) mientras las observa.

ちょうないかい はい なに

町内会に入ったら何かやらないといけないだリン？☆

¿Debo hacer algo si me uno a la asociación?☆

編 集・発 行 者
Editor・Emisor
印 刷 所
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