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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５月の主な行事予定
５月１日（金）
２日（土）
２日（土）
９日（土）
９日（土）
１４日（木）
１６日（土）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２４日（日）
２４日（日）

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
八十八夜
第 1 回環境美化推進員会（19 時～公民館１階中会議室）
第３回協議員会（15 時 30 分～公民館２階大広間）
中村前区長掲額式(17 時～公民館中会議室、大広間)
新町線道路の除草作業、朝６時～（福寿会）
第２回ふれあい会食・座談会（福祉委員会）
防災訓練打合せ会（19 時～公民館２階大広間）
第２回公民館役員全体会議（19 時～公民館２階大広間）
ＰＴＡ資源回収
春のごみゼロ運動
公民館球技大会結団式（野球・バレ－・ソフトバレ－）

☆福祉委員会総会開催
４月１5 日(水)午後７時より、御幣川区公民館に
おいて民生児童委員、実行委員、協力委員 23 名の
出席のもと平成 27 年度御幣川区福祉委員会総会が
開催されました。
林前実行委員長よりＨ26 年度事業報告があり、
年 10 回ふれあい会食を開催し、毎回皆さんに楽し
んでいただけるよう「歌唱」や「七夕飾り」「文化
祭の展示作品作成」「クリスマス会」などそれぞれ
工夫をこらして充実した運営に努めていただきました。また、第 1 回の「お茶のみサロン」で
は 13 常会の肥田さんによる独唱会、第 2 回では健康長寿講座を開催するなど多くの区民の皆さ
んにも出席していただき楽しんでいただきました。田村新実行委員長より２７年度も多くの皆
さんに気軽に出席していただき楽しんでいただけるよう新役員一同頑張りますとのお話があり
ました。
２６年度の実行委員の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

27 年度福祉委員会役員(敬称略)
・実行委員長 田村ヒデ子（12） ・副実行委員長、会計 飯島啓子（11）
・実行委員 中村さよ子（６） 宮入幸子（７） 横川あや子(10) 西村繁子(3) 丸山晴美(3)
・民生児童委員 宮岡千枝（11）小出道恵（６）廉澤美代子（４）

２７年度第 1 回 公民館運営審議委員会が開催される。
公民館長 神津 英徳
平成２７年度御幣川公民館運営審議委員会が４月１９日に開催されました。
開催に先立ち、前公民館長の早川正豊さんの２年間に渡る公民館事業運営の功績を称え、参加者
全員で感謝の気持ちを贈り、厳かに「掲札式」が執り行われました。
審議委員会では、保坂区長を議長に選出し、各種議案を審議しました。
２６年度事業報告、決算報告に続き、２７年度事業計画案、予算案、各
部の構成について、真剣な討議をしていただきすべて承認をされました。
今年度も、区民総参加で３年ぶりの運動会の他、敬老会、文化祭、教
養事業等、さまざまな事業を全役員の協力により実施いたします。
区民の皆様の多数参加で公民館事業を盛り上げていただき、区民相互
の交流の場になればと思います。
早川前館長掲札式
まずは、６月の球技大会に向けて、５月下旬に結団式を開催し、各種
事業を行っていきます。
区民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

【 ２７年度公民館役員 (
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ご挨拶する 27 年度公民館新役員の皆さん

【協議員会報告】

２6 年度 御幣川区主な取り組み …抜粋…

(裏面に事業報告)
(1)毎月１日「御幣川区 安全・安心を考える日」を設定、事故・災害防止情報の充実 (２)福祉
台帳の更新 (3)「向こう三軒両隣雪かき運動」の展開 (4)プリズム蛍光反射タスキを配布
(5)AED(自動体外式除細動器)を設置 (6)公民館、北公民館にイス 30 脚設置 (7)公民館に冷蔵
庫を設置 (8)公民館 1 階 32 畳を新畳に (9)防犯灯５か所新設 (10)通学路にグリーンベルト
(5・6 常会) (11)市道 506 号線(9～11 常会)の側溝整備・道路拡幅工事着工 (12)各常会要望工
事の実施・辰巳新道再舗装・グレーチング補修工事・篠ノ井中２０１号線舗装・大払い堰脇再
舗装工事等
(13)辰巳新道鋭角道路出口カーブミラー設置(14)「横田橋」架け替え測量実施(15)公民館にカ
ラーコピー機設置(15)人権同和教育研修会実施(3 回)(16)幣川神社稲荷社「鳥居・社内」改修
(17)「御幣川区アーカイブス」(記録保存)を作成(18)御幣川区「花さかせ隊」活動(4、10 月)
(19)「おはようラジオ体操」60 回実施(20)各種スポーツ大会で御幣川区優勝

春季例大祭厳粛に
文化財保護育成組織を望む
幣川神社氏子総代会長 須坂 恒雄
４月１１日・１２日、幣川神社春季例大祭が行
われました。前日朝の準備は雨に見舞われ、祭事
会の皆さんの幟立ては大変でした。宵祭りは予定
どおり行われ、辻々の神楽の奉納があり、又祭の
笛太鼓の音が区内全体に響き渡りました。
１２日の本祭は、桜が満開の好天に恵まれる
中、保坂区長さんをはじめ祭事会、大神楽保存会
の皆さま方のご参列をいただき、竹内宮司様によ
る神事が厳粛のうちに執り行われ、参列者一同恭
幣川神社 本殿
しく玉串を奉奠し、区内の安全と区民各位のご多
幸をお祈り致ししました。
なお、今年の氏子総代会の重点事項としましては、
お参りし易い境内の環境整備をあげ、具体的には末社参
拝への経路の整備、傾いた末社の直しと移動、樹木の整
枝などの環境整備を行ってまいります。また、近年中に
行いたい事業としては、拝殿大屋根の改修並びに本殿内
陣の改築が必要となり、区当局を始め、区民各位のご理
解とお力沿いをいただくことになりましょう。
末社参拝経路
幣川神社の祭事は、区民各位のご理解により、組織も
充実し円滑に執り行われておりますが、特に大神楽保存会の充実は未だ嘗てないもので、その
成果は祭り毎に顕著に現れております。地域芸能文化の継承が危ぶまれている中、保存会の精
進に対し敬意を表します。
それにつけても御幣川区の歴史文化を継承するうえで、有形無形の文化財の保護育成のため
の方途や組織作りなどをそろそろ皆で考えてもよい頃ではないでしょうか。
27 年度氏子総代会役員(敬称略・（ ）内は常会)
会 長
須坂恒雄(６) 副会長 小出一美(10) 会計 小池富雄(11) 会計 宮坂幸雄(12)
常会役員 中島 力 (1) 大田 徹(２) 西村一郎(3) 柳沢安雄(4) 玉井勇治(５)
内山富一郎(７) 宮崎 司(8) 大沢 努(９) 宮崎雄次(13)

お知らせ
★御幣川区「花さかせ隊」参加者募集中 !
今年も春と秋に植栽を実施します。別途ご案内いたします。
皆さまのご参加をお願いします。

★６月 14 日（日） 自主防災訓練にご参加ください。
６月１４日(日)午後１時～5 時、御幣川遊園地(地蔵公園)と御幣川公民館。
区民の皆さんの参加をお願いします。（詳細は後日、お知らせします）

平成２６年度 御幣川区事業等報告
平成 27 年３月 31 日
月
４

区主要行事
１日(火)「安全安心を考える日」
１３日(日)春季大祭
２９日（祝）側溝清掃

協議員会
① 5 日（土）
② １２日（土）

諸会合
5 日（土）区会計監査
６日（日）育成会総会
１０日（木）各種団体委員会議
２０日(日)公民館運営審議委員会
２５日（金）自主消防Ｐ点検総会

５

１日（水）「安全安心を考える日」
２５日(日)春ごみゼロ運動

③ １０日（土）

３日（土）環境美化推進員会
１７日（土）防災訓練打合せ会
２５日（日）公民館球技Ｔ結団式

６

１日（土）「安全安心を考える日」

④ １日（日）

１日(日)篠ノ井地区無制限野球大会
１３日（金）ＰＴＡ地区集会
２９日(日)中央地区球技大会

研修会「突然死と AED」

８日（日）自主防災訓練
７

１日（月）「安全安心を考える日」
２６日(土)篠ノ井合戦祭

⑤ １２日（土）

５日（土）合戦祭り打合せ会
６日（日）教養部主催講演会

８

１日（木）「安全安心を考える日」
14,15 日盆踊り花火大会

１日（金）自主消防Ｐ点検
３日（日）区民運動会役員会
17 日（日）区民運動会実行委員会

９

１日（日）「安全安心を考える日」
１５日（月）敬老会
２７日～２８日
秋季大祭、子供相撲大会

１３日（土）市民運動会打合せ会
１８日（木）環境美化推進委員会

１０

１日（火）「安全安心を考える日」
２６日（日）
秋のごみゼロ運動

⑥ ４日（土）

１０日（金）八日堂幹事会
１５日(水)人権教育四者懇談会

１１

１日〈金〉「安全安心を考える日」
３日（日）文化祭
９日(土)七五三

⑦ １５日（土）
宝昌寺

８日(土)みんなの幸せを願う集い
１５日（土）八日堂実行委員会
２９日（土）環境美化推進員会

１２

１日（日）「安全安心を考える日」
３１日(火)越年祭

⑧ ６日（土）

１日（月）達磨おでん打合せ会
１２日（金）自主消防Ｐ点検
28 日(日)～30 日(火)消防団夜警

１

１日（祝）「安全安心を考える日」 ⑨ １７日（土）
２日（金）新年おめでとう会
７日(水)・８日(木)
八日堂初縁大祭
１１日（日）どんど焼き

各常会新年会

２

１日（土）「安全安心を考える日」
研修会「危険ドラッグ」

⑩ ７日(土)（研修会）

各常会新年会
１１日（祝）八日堂決算幹事・実行会

３

１日（土）「安全安心を考える日」

⑪ ７日（土）

１日（日）公民館運営審議会
１４日（土）環境美化推進員会
１８日（日）顧問会
２０日（金）自主消防Ｐ点検総会

