
ご 挨 拶        区長 保坂 京夫

この度 区長の重責を担うことになりました保坂です。中村前区長の後

を受け、日ごとに責任の重大さを痛感しております。長年にわたり、諸先

輩方が築かれた御幣川区の歴史と文化・伝統を学び、継承するとともに、

区民の皆さまのご意見を伺い、協議員、各団体の皆さまと一体となって「安

心・安全、活力ある明るい街つくり」に一生懸命取り組んでまいります。

区民の皆様方のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

平成２７年度も御幣川区民の皆様方の益々のご健勝を心よりご祈念申し

上げご挨拶とさせていただきます。

☆ 平成２７年度 区の役員が選任されました
☆去る４月４日の第 1回協議員会等において平成２７年度の区役員が選任同意され、新しい正

副協議員会長が選任されました。新しい区役員、協議員、各種団体及び区代表役員共々、

区民の皆様方のご指導ご協力をいただきながら努めてまいりますので、よろしくお願いい

たします。

敬称略

常会 役 職 氏  名

１ 区 長 保 坂 京 夫

４ 副区長 中 島 英 規

６ 副区長 村 田 み つ 子

１３ 会 計 望 月 茂 男
副区長 中島英規 副区長 村田みつ子 会計 望月茂男

６ 監 事 黒 岩 善 昭

1０ 〃 望 月 憲 一

９ 協議員会長 中 島 晴 男

１ 副協議員会長 宮 本 英 司

協議員会長

中島晴男

副協議員会長

宮本英司

公民館長

神津英徳

PTA 愛の一声運動

明るいあいさつ、あふれる笑顔、

大きな声で私から
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☆ 団体長                     (敬称略)

環境美化推進員会会長 村田みつ子 公民館館長 神津 英徳

福寿会会長 秋山  捷 氏子総代会会長 須坂 恒雄

育成会会長 唐木 一男 祭事会会長 近藤 諭

ＰＴＡ会長 近藤 宏一 保健補導員 中島 良子

日赤奉仕団団長 宮入ひさ枝 福祉委員会実行委員長 田村ヒデ子

消防団第一部長 田中 秀樹 自主消防隊隊長 横山 修二

神楽保存会会長 中村 英男 交通安全協会支部長 柳町 光男

交通安全女性部会支部長 滝澤たつ美 商工振興会会長 北沢 一彦

交通安全女性部会副支部長 竹内 早苗 農家組合長 飯島 農本

☆ 区代表役員

民生児童委員 廉澤美代子 少年育成委員 宮本 英司

民生児童委員 小出 道惠 白バラ会 須坂 栄子

民生児童委員 宮岡 千枝 更生保護女性会 古川 富子

主任児童委員 古川 智恵 防災指導員 中村 英男

保護司 藤本 光裕 人権同和教育集会所委員 宮腰喜久夫

★ 平成 27 年度 アルミ缶・紙類資源回収カレンダー

回 収 日 回 収 日 備 考

４月１９日(日) 第３日曜日 10 月１１日(日) 第２日曜日

５月 ＰＴＡ資源回収 11 月 育成会資源回収

６月２１日(日) 第３日曜日 12 月２７日(日) 第４日曜日

７月１９日(日) 第３日曜日 １月２４日(日) 第４日曜日

８月１６日(日) 第３日曜日 ２月２８日(日) 第４日曜日

９月２７日(日) 第４日曜日 ３月２７日(日) 第４日曜日

  ※区民の皆さまのご協力をお願い致します。

☆ 御幣川区ホームページ

パソコン http://www.onbegawa.com

携帯電話で気軽にご覧いただけます

 ホームページは「区民の情報広場」

 ホームページは安心安全の町づくりを目指します
携帯電話はこちらから



退任ごあいさつ           

      温かなご指導ご厚情をありがとうございました！
                               前区長 中村 勇
   平成２７年度、新進気鋭の役員体制のもと御幣川区の活動がスタ―ト

いたしましたこと心よりお慶び申し上げます。

   私も区長として、葉の下に謙虚に実を着ける「万両」の精神で、「腰は

低く目標は高く」をモット―に、「生き生きと安心して暮らせる街づく

りに向かって今、自分にできることは何か、何をなすべきかを」を探

し求めた２年間でありましたが、多々いたらぬところがありましたこ

とをお詫び申し上げます。役員の皆様をはじめ区民の皆様の温かなご

指導ご厚情をいただき、多くの人生を学ばせていただきましたことに心より感謝申し上げ

ます。

区民の皆様より学ばせていただいたことの一つに、人とふれあうことは楽しいことであ

り、「我以外、皆師なり」の精神でお互いの良き人間性を尊重することだと思いました。

それが「おんべがわ」の語尾「わ」「和・輪・環・話」の心であると思います。冬の早朝、

雪かきをやっていただいた隣の人に「ありがとう」だけでなく、「お陰様で助かります、

助けていただきありがとうございます」という真の感謝の言葉がけを聴くにつけ、御幣川

区民の皆様は「人情と思いやり」をいつも心に「心で感じて、心で考えて、心で行動する」、

本当にいいところだと実感しました。

   私の好きな春の句に「花ひとり開くにあらず、春風来たりてはじめて開くなり」があり

ます。全区民の皆様が温かな春風となって、持ち前の良き個性を発揮して御幣川区の伝統

を点ではなく、右上がりの線に引き上げていただいて、平成２７年度も御幣川区に住んで

良かったと思う大きな美しい癒しの花を咲かせるよう、皆で力を合わせてがんばりましょ

う。

御幣川区民の皆様の益々のご健康とご活躍、お幸せをご祈念申し上げまして退任のごあ

いさつとさせていただきます。お世話になりありがとうございました。

平成２７年度 育成会総会開催
「子供たちの笑顔を大切に」         育成会会長 唐木 一男

       
区民の皆様のご協力により、一年間育成会長を務めることができました。本当にありがとう

ございました。育成会長として私の思い

は、子供は地域の宝、地域のみんなで見

守っていくことが大切ということ。それ

には、誰にでもあいさつできる環境づく

り・・・「笑う門には福来る」の精神を

みんなで実践していくことが必要です。

子供たちからも笑顔が返ってくること

を期待しつつ日々努力していきます。地

域の皆さんが笑顔で過ごせる環境づく

りに、少しでもお役に立てればと思いま

す。昨年同様ご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

【２７年度育成会役員】

会長 唐木 一男（１2常会）  副会長 寺沢 英雄（7常会） 副会長 桑原 貴子（1常会）

会計 佐藤 雄治（13常会） 専門部長 桑原 貴子（１常会）、 窪田 学（新任 9常会）



福寿会２６年度定期総会開催

  福寿会に入会して元気になろう！     26 年度福寿会会長 中島 嘉人

福寿会では、３月２０日、御幣川公民館において、第５５回定期大会を保坂副区長様、早川

公民館長様のご出席を賜り、４０余名が参加して開催され、真剣な討議が行われ、２７年度新

役員が選出され終了しました。今大会の一番の問題点は、会員の減少と入会者促進についてで

あります。

原因については、新聞等で報じられているように、支給年齢及び退職年齢の引上げなどと平

均寿命が延びたことなどが関係していると思われます。御幣川区では６０歳以上の方が７５０

人余おられますが、福寿会会員は、現在１５３名で全体に占める割合は 20％です。高齢化の

ため会員の減少に対し入会者が追い付かず、毎年減少の一途の状態となっています。２０人の

役員の多くが３期６年となり 13常会で半数以上と変則の状況が続いています。入会は６０歳

以上となっておりますが、７０歳になられた方については以上の状況をご賢察の上、福寿会の

充実に向け、ぜひとも入会していただきご協力をお願い致します。

会の活動は、区・公民館の活動団体として、区の発展、老人福祉のための役割を担っており、

その活動は、行政に参加し高齢者各人の自助・共助向上のため入会して頂き積極的に活動に参

加していただければ、70歳代の健康年齢を有意義な時間になると思います。８０歳以上が 60％

ですが、この数字は会に入って何かにつけ関わり活動された賜物であり、５５年の伝統を皆で

継続しましょう。最後に区、公民館、育成会、ＰＴＡの皆さまのご指導、ご協力ありがとうご

ざいました。

２７年度役員（敬称略）

会長 秋山 捷（３常会） 副会長 麻場 武夫（10常会） 副会長 村田 美代子（６常会）

女性部長 須坂 信子（６常会） 庶務会計 中村 常男（１常会）

「御幣川区 おはよう！ラジオ体操」がスタートしました

今年もまた、４月４日（土）朝６時３０分より幣川神

社において「ラジオ体操」がスタートしました。

朝はまだ冷え込みも厳しいわけですが、この日を待

ち焦がれていたように２０数名の皆さんが笑顔で

あいさつを交わしながら境内に集まってきました。

はじめに、傳田 清実行委員長（13常会）より「今

年も、楽しく、元気よく、続けていきましょう」と

あいさつがあり、ラジオ体操の音楽に合わせ、冬の

間 固まっていた身体を伸ばしていました。

ラジオ体操は１０月末までの、毎週土・日曜日、

朝６時３０分から６時４５分まで行っています。

健康増進はもちろんのこと、朝のひと時「地域のふ

れあい、コミュニケーションの場」として都合のつく日に区民の皆さまのご参加をお待ちし

ています。

★４月２９日（祝）は、区民一斉側溝清掃の日です。よろしくお願いします

★区の資源回収は、４月１９日（日）です。 皆さまのご協力をお願いします。


