
平成 28 年度を迎えて            区長 保坂 京夫

区民の皆様さまには、日頃より区の活動に深いご理解とご協力をいただきまして厚く御礼

を申し上げます。新年度がスタートしましたが、区四役は任期二年目を迎え、新たな決意の

もと、「安心、安全で明るい街づくり」に向け、協議員、各団体の皆さまと一体となって取

り組む決意でありますので引き続きよろしくご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

28年度 第 1 回協議員会を開催

4月 2日(土)御幣川公民館において、新しい協議員を

迎え、28年度第1回協議員会が開催されました。協

議に先立ち、役員選任が行われ、協議員会長に小池

清一さん(6常会)、副協議員会長に上條威雄さん(11

常会)が選出され、新監事に宮本英司さんが選任され

ました。(黒岩監事は留任) ２７年度決算報告及び

２８年度活動計画及び予算案は第２回協議員会で協

議されますので、別途ご報告します。    

１日(金) 「安全安心を考える日」

２日(土) 第１回協議員会、会計監査(17時 30分 公民館2F)

３日(日) 育成会総会(19時 公民館2F)

７日(木) 各種団体長・代表委員会議(19時公民館 2F))

９日(土) 第２回協議員会(19時 公民館 2F)

１３日(水) 福祉委員会総会(19時 公民館1F)

１７日(日) 公民館審議委員会(公民館 2F)

１７日(日) 幣川神社春季大祭(11時 幣川神社)

２２日(金) 自主消防隊P点検・総会(公民館F)

２４日(日) 区資源回収日

２９日(祝) 区内一斉側溝清掃

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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4 月の主な行事予定

協議員会長 小池清一さん 副協議員会長 上條威雄さん 監事 宮本英司さん



◆28 年度 区役員

常会 役 職 氏  名 常会 役 職 氏  名

1 区 長 (留任) 保坂 京夫 6 監  事 (留任) 黒岩 善昭

4 副区長 (留任) 中島 英規 1 監  事 (新任) 宮本 英司

5 副区長 (留任) 村田みつ子 6 協議員会長 (新任) 小池 清一

13 会 計 (留任) 望月 茂男 11 副協議員会長 (新任) 上條 威雄

◆協議員(◎協議員会長 ○副協議員会長)

常会 常会長 副常会長 常会 常会長 副常会長

1 原山 和明 中島 勉 8 大島 光輝 田中 徹

2 宮本 亮 古川 尚道 9 近藤 宏一 窪田 一成

3 小林 孝夫 鈴木 稔 10 長田 茂 窪田 鵬明

4 上原 和美 小林 重徳 11 ○上條 威雄 山岸 平典

5 丸山 博道 塩入 敏文 12 矢澤 泰彦 武舎 勉

6 ◎小池 清一 高野 雅史 13 山岸 豊 滝澤 芳雄

7 中島 浩一 曽根 浩仁

◆各種団体長・委員

常会 役 職 氏 名 常会 役 職 氏 名

5 環境美化推進員会会長 村田みつ子 10 福祉委員会実行委員長 横川あや子

9 公民館館長 神津 英徳 9 自主消防隊隊長 横山 修二

10 福寿会会長 麻場 武夫 1 交通安全協会支部長 中島 俊文

12 育成会会長 唐木 一男 12 交通安全女性部会支部長 小林 仁美

13 ＰＴＡ会長 塚田 早苗 4 交通安全女性部会副支部長 向本 陽子

2 氏子総代会会長 大田 徹 4 消防団第一部長 田中 秀樹

13 祭事会会長 野本 曜裕 6 神楽保存会会長 中村 英男

11 保健補導員 上條千恵子 2 商工振興会会長 竹内 保夫

9 日赤奉仕団団長 小林 和子 1 農家組合長 宮本 英司

◆区代表役員

常会 役 職 氏 名 常会 役 職 氏 名

4 民生児童委員 廉澤美代子 9 少年育成委員 早川 正豊

6 民生児童委員 小出 道恵 3 白バラ会 須坂 栄子

11 民生児童委員 宮岡 千枝 7 更生保護女性会 堀内 昌子

2 主任児童委員 古川 智恵 6 防災指導員 中村 英男

4 保護司 藤本 光裕 13 人権同和教育集会所委員 宮腰喜久夫

☆ 平成２８年度 区の役員が選任されました

★区の資源回収は、４月24日（日）です。皆さまのご協力をお願いします。

★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



    第 56 回 定例総会を終えて   27 年度福寿会会長 秋山 捷   

去る3月18日、保坂区長、神津公民館長をご来賓

にお迎えして、第56回定例総会を盛大に開催するこ

とができました。27年度の福寿会活動として、春秋

の保養旅行、遊園地・公園等の除草作業、お楽しみ

会の開催等を行って参りましたが、大きな事故もな

く円滑に行うことができました。これもひとえに区

長さんはじめ地域の皆さま、会員の皆さまのご協力

のお陰だと感謝しております。こうした活動の中で、27年度、特に努力してきたことは、一つに

会員加入促進運動の取組みかと思います。福寿会員の皆さま、又大勢の皆さまにご協力を頂きま

したことで20名ほどの方に入会して頂きました。誠にありがとうございました。もう一つには、

福寿会グランドゴルフクラブの素晴らしい活躍がありました。各種大会において数々の好成績を

収めることができました。こうした活動の中で大切なことは地域の連携ではないかと思います。

安心して過ごせる地域、明るい地域、そして楽しめる地域をこれからも目指したいと思います。

会長 麻場 武夫（10常会） 副会長 中村 常男(1常会) 副会長 須坂 信子（６常会）

女性部長 井堀 香（ ６常会） 庶務会計 須坂 貞治（5常会）

２８年度 小学生交通安全教室を開催       ＰＴＡ交通部 青木 澄美恵

３月２７日、沢山の児童・保護者の皆さんにご参加頂き、幣川神社境

内において交通安全教室を開催しました。当日は、天候にも恵まれ交通

安全教室日和となりました。警察の方

や交通安全教育支援センターの方にご

指導して頂き、安全歩行のマナーとル

ール・横断歩道の渡り方などを学習し

ました。子供達も真剣な眼差しで話を

聞き、道路へ出ての路上指導もしっか

り取り組んでいました。４月から新１

年生は、お兄さんお姉さんと一緒に登校します。事故に遭わない様ひとりひとりが交通安全を心

掛け、私達保護者も子供達の安全を守る為に指導・見守りを続けていきたいと思っております。

今年も元気に「おはよう！ラジオ体操」がスタート

今年もまた、４月2日（土）より幣川神社において「おはようラジオ体操」がスタートしました。

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

都合の良い日に皆さまのご参加をお待ちしています。

28年度新役員(敬称略)

２８年度 福寿会新役員のみなさん

横断歩道の渡り方教室



平成２７年度御幣川区事業等報告
月 主な行事等 協議員会 諸会合等

４

１日(火)｢安全安心を考える日｣

１２日(日)春季大祭

２９日(祝)側溝清掃

② ４日(土)
②１１日(土)

５日(日)育成会総会

９日(木)各種団体長･委員会議

１５日(水)福祉委員会総会

１９日(日)公民館審議委員会

２４日(金)自主消防 P 点検総会

５

１日(金）「安全安心を考える日

２４日(日）春のごみゼロ運動

③９日(土)
(掲額式)

２日(土)環境美化推進員会議

１６日(土)防災訓練打合せ

３１日(日)中央集会所運営委員会

６
１日(月）「安全安心を考える日

１４日(日）第 2 回自主防災訓練
④６日(土)

７日(日)球技大会結団式

１３日(土)中央地区人権研修会

１９日(金)PTA 地区集会

７

１日(水)｢安全安心を考える日｣ ５

日(日)中央地区球技大会

２５日(土)篠ﾉ井合戦祭り

⑤１１日(土) ４日(土）合戦祭り打合せ会

１２日(日) 公民館教養部主催講演会

８

１日(土）「安全安心を考える日」 ８

日(土）育成会親子陶芸教室

１４日・１５日盆踊り大会

２３日(日）中央地区球技大会

１日(土)福祉委員会｢お茶のみサロン｣

１日(土)中央集会所夏季研修

２日(日)区民運動会打合せ

７日(金)自主消防 P 点検

２３日(日) 区民運動会実行委員会

９

１日(火）「安全安心を考える日」

６日(日）区民運動会

１３日(日）敬老会一物故者法要

２７日(日）秋季大祭一子供相撲大会

１２日(日)市民運動会打合せ

１７日(木)環境美化推進員会議

10
１日(木）「安全安心を考える日」１

２日(月）第 49 回市民運動会

１８日(日）秋のごみセロ運動

⑥３日(土)
９日(金)八日堂幹事会

１４(水)人権教育四者懇談会

18 日(日)育成会研修会

11

１日(日)｢安全安心を考える日｣ ３

日祝)第 43 回文化祭

８日(日)七五三祝祈願祭

１２日(木)福寿会｢お楽しみ会｣

２３日(月)新嘗祭

⑦１４日(土)
(宝昌寺)

７日(土）みんなの幸せを願う集い

１４日(土）八日堂実行委員会

２６日(木）都市排水対策委員会

２８日(土）環境美化推進員会

12
１日(火）「安全安心を考える日」

６日(日）PTA｢クリスマス会」

３１日(木）越年祭

⑧５日(土)
１日(金)おでん達磨販売会議

１１日(金)自主防 P 点検

２８日分団．自主防区内巡回

１

１日(金)｢安全安心を考える日｣ ２

日(土) 区新年おめでとう会

７日･８日 八日堂初縁日大祭

１１日(祝)どんど焼き

⑨１６日(土) 各常会新年会

２ １日(月）「安全安心を考える日」
⑩６日(土)

研修会

１１日(祝)八日堂決算総会

２７日(土)PTA 総会

２８日(日)公民館審議委員会

３ １日(火）「安全安心を考える日」 ⑩５日(土)

１２日(土)環境美化推進員会

１８日(金)福寿会定期総会

１８日(金)自主防災 P 点検･総会

１９日(日)顧閻会

２０日(日)中央集会所運営委員会


