
中村前区長 掲額式

祝賀会模様

６月の主な行事予定  

６月 １日（月）

４日（木）

６日（土）

６日（土）

６日（土）

７日（日）

１３日（土）

１４日（日）

１９日（金）

２０日（土）

２１日（日）

２８日（日）

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）

福寿会 御幣川遊園地・地蔵公園除草作業

第４回協議員会(19 時 2階大広間)

第 1回育成会役員会(19 時 1階中広間)

通明小学校運動会（8：25～14：40 校庭）

公民館 球技スポーツ大会結団式(19 時 2階大広間)

人権教育推進会議篠ノ井中央支部研修会(2階 大広間)、

第３２回御幣川自主防災会防災訓練(別記参照)

ＰＴＡ地区集会（19時～ 公民館２階 大広間）

第３回 ふれあい会食（福祉委員会）

区 資源回収日

篠ノ井第２分団ポンプ操法長野市大会

※各団体・委員の行事、催事等の予定を区までご連絡ください。

☆中村 勇前区長の掲額式 厳かに挙行
              

５月９日（土）御幣川公民館において中村前区長の掲額式及び祝賀会が区顧問をはじめ区

長在任中の各種団体長、委員及び２７年度協議員の出席もと、厳粛のうちにも和やかに執り

行われました。

中村前区長は副区長２年、区長２年にわたり誠心誠意、安心

安全で活力ある御幣川区の街づくりのために日夜ご尽力され、

多くのご功績を残されました。中村前区長は温厚誠実な人柄で

常に的確な判断と機敏な行動力とともに、教育者として豊富な

経験と卓越した見識で各方面へ指導力を発揮され、常に人には

感謝と思いやり、そして多くの意味する「わ」の心をもって区

民のためにご尽力されました。祝賀会では、中村前区

長をはじめご退任された萩原前総務、黒岩前会計に対

し、参加者全員で大きな拍手を以て感謝の意を表しま

した。

中村前区長におかれては今後、住民自治協議会の要職

としてご活躍されるわけでありますが、区の顧問とし

て今後とも、高所大所より尚一層のご指導を賜ります

ようお願い申し上げます。

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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区費納入のお願い   ６月は区費の納入月です。

本年度の事業推進にあたり、前期分の区費納入にご理解とご協力お願い致します。

後日、常会より役員がお伺いに上がりますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、区費の徴収にあたっては「御幣川区 区費に関する規程」に基づき実施いたします

２７年度自主防災会総会

自主消防隊員に委嘱状伝達、ポンプ点検も実施  

４月 24日(金)、本年度第１回のポンプ点検の実施の

後、平成２７年度自主防災会総会が開催されました。横

山新消防隊長より「災害の無い安心して暮らせる街づく

りに努めよう」とあいさつの後、保坂会長より２７年度

自主消防隊員の皆さんに委嘱状が渡されました。自主消

防隊は各常会からの隊員によって構成され、地震、火事

等の災害の発生時には、情報の収集、初期対応、救出救

護などの緊急対策と自主的な防災活動を行い、被害を最

小限にくい止めることとしています。自主消防隊では、公民館に配備してあるポンプ車を年

４回の点検を実施するとともに隊員相互の意識合わせを行っています。

２７年度の隊員の皆さんには、地域の安心、安全に向けてよろしくお願いします。

隊  長：横山 修二(9）

●分隊長：中島 晴男(9) 中村公昭(1) 桑原義敬(1) 唐木清行(2) 宮入一郎(3) 中島英規(4)

             村田良彦(6) 木内秀幸(6) 寺沢英雄(7) 太田 厚(10)

●分隊長：小林 俊昭(7) 倉石幹男(1) 橋詰祐司(1) 丸山俊巳(1) 下條一重(11)鈴木武則(12)

矢沢泰彦(12)小澤 豊(13) 望月茂男(13) 松井政通(13)

♪♪ みんなで楽しく元気に歌いました ♪♪ 第１回ふれあい会食開催     

４月 25日（土）福祉委員会実行委員、民生児

童委員による第１回の「ふれあい会食」が公民

館で行われました。区の四役も参加させていた

だき、役員の皆さんが用意していただいた昼食

を皆でおいしくいただいた後、参加者全員で唱

歌や懐かしい歌など時折手話を交えながら大き

な声で歌い、楽しいひと時を過ごしました。福

祉委員会では年間１０回の「ふれあい会食」を

計画しており、毎回皆さんに楽しんでいただけ

るようそれぞれ工夫をこらして充実した運営に取り組んでいます。また、別途ご案内します

が、年２回「お茶のみサロン」も計画しており、大勢の区民の皆さんに楽しんでいただきた

くご参加をお待ちしています。

【２７年度自主防災会消防隊】



☆環境美化にご協力ありがとうございます
環境美化推進員会会長 村田 みつ子

福寿会の皆さんの道路除草清掃作業に感謝

５月７日（水）早朝の６時前から約１時間、福寿会の皆

さん（4・５・６・７常会）と区四役による県道新町線

の除草清掃が行われました。やや肌寒い朝でしたが、春

先から伸びていた樹木の根本や生垣内の雑草を手際よ

く取り除き、すっかりきれいになり、歩行者や車で通る

ドライバーの気持ちもさわやかになったことと思いま

す。福寿会の皆さまには、年間を通じて春・秋の県道新

町線の除草活動をはじめ、6、7、８月には御幣川児童遊

園地の除草作業にも取り組んでいただいており、あらためて福寿会の皆様のおかげで街がき

れいになり感謝申し上げます。

「側溝清掃」「春のごみゼロ運動」ご協力ありがとうございました                

毎年、春の一大行事でもある側溝清掃が４月２９日早朝

より区民の皆さまのご協力により無事終わり感謝申し上

げます。また、事前のパイスケの手配から後処理まで常会

役員の皆さまありがとうございました。区民の皆さまが早

朝より一斉に力を合わせ作業している姿は自分たちの住

いを快適にと思う表れと改めて感じるとともに、作業の後

のすがすがしさは格別な思いがします。

引き続き５月２４日は「春のごみゼロ運動」の実施日で、常会内のごみや空き缶等の回収

及び隣接する河川清掃もお願いしありがとうございました。

また、今年は昨年に引き続き、マイマイガが大発生しそうですので、アメシロの駆除に合

わせて早期発見、早期駆除に努め、地域ぐるみで取り組んでいただき、被害の発生拡大を防

ぎたいと思いますので皆さまのご協力をお願い致します。

再度、ゴミ出しルールのお願いですが、市より配布されているごみ収集カレンダーの分別

表を再度確認していただき、ゴミ・資源の分別とごみ減量化にご協力をお願いします。

また、区の資源回収につきましては役員、区民の皆さまの多大なご協力に感謝いたします。

引き続き環境美化の推進及び区の財政補てんにご理解とご協力をいただきますようよろし

くお願いいたします。

  ― ６月の区の資源回収は６月２１日(日)です。ご協力をお願いします。―

   

・場 所  一時(隣組)集合場所 １２時 50 分 全区民

御幣川遊園地（地蔵公園） 13 時 25 分～15 時 30 分

御幣川公民館  15 時 40 分～17 時

◆第 32 回御幣川区自主防災訓練のお知らせ◆

・期 日  平成 27 年 6 月 14 日(日) (※雨天時は公民館で実施)

詳細は裏面を参照願います



防災訓練に参加して いざという時に備えましょう！！                         

大切な命を守る ＡＥＤ（自動体外式除細動器）訓練を体験しましょう

平成27年度　御幣川区自主防災訓練進行予定表

実施日 平成27年6月14日(日)

次第 時刻 内容 分担他 備考

1. 準備  8:00～10:00 放送器具設置・プラカード 区四役　消防隊三役 鍵 石灰 大ハンマー

防災旗・指揮台設置 正副協議員会長 スコップ 延長コード

ライン引き　他 土袋 防災旗

2. 避難勧告告知   12:25 スタンバイ 篠ノ井市民会館南 区四役　消防隊三役 ・放送申請書

　 訓練   12:30: ・「事前広報文」防災行政無線使用 ｱﾅｳﾝｽ 横山隊長 (消防署)

  12:40: ・「状況広報文」事前伝達 ｱﾅｳﾝｽ 中島協議員会長 ・防災行政無線の鍵

  12:50 ・一時(隣組)集合場所に集合 全区民 ・広報文

3. 規律訓練 1:10 ・正副常会長・区四役、他参加 消防団員による指導

4. 待機完了 1:25 御幣川児童遊園地 交通安全協会員誘導

5. 集合・整列 1:25 各常会・消防隊員整列 指示(副区長・会計) 来賓・参加人員確認

(各種団体参加者も所属常会に整列) (副区長・会計)

6. 開会行事  1:30～1:50 号令(消防隊長) 進行 望月会計

①開会 防災指導員

②点呼・情報収集報告 副区長・会計 事前に確認

③人員報告・情報収集報告 副区長⇒防災会長(区長) 情報カード回収

現在避難人員　　名 、負傷者 　名

(7常会、10常会、2常会)

④会長挨拶 自主防災会長(区長）

⑤来賓挨拶 篠ノ井消防署長

⑥講師・来賓紹介 副区長(村田)

⑦日程説明 副区長(中島)

⑧閉会 消防隊長

7. 救護訓練  2:00～3:30 篠ノ井消防署員による指導 (3班に分かれ交替) 各種団体参加者は、

　消火器訓練 ・AED操作訓練 (2班) 1～4常会 所属常会で参加

・消火器操作訓練 5～8常会

9～13常会

8. 消防隊訓練 放水訓練、土嚢作り訓練 消防隊により実施 地蔵公園他

9. 炊き出し訓練  10:00～4:30 炊き出し準備、実施 日赤奉仕団 (公民館)

公民館へ移動（交通安全協会員が誘導）

10 公民館・中央  3:40～ ・公民館消防計画について 公民館長

   集会所総合訓練 ・中央集会所消防計画について 中央集会所庶務

・篠ノ井消防署員による映画と指導 篠ノ井消防署員 消防署で準備

・１１９番通報訓練 ・プロジェクター

・公民館避難訓練 全員

11. 反省会  5:00～6:00

(全員出席)

12 .総合反省会  6:30～

会場準備 (1.2.3.7.8.9.10常会)、お勝手方 (前4.5.6、後11.12.13常会)

 ①講評(消防署長)　②所感(第一部長)　③挨拶(自主防災会長)

 ④乾杯(協議員会長)

四役・正副協議委会長・防災指導員・消防隊・日赤奉仕団

①挨拶(自主防災会長)　②乾杯(消防隊長)


