
                         

５月の主な行事予定

５月１日（日）

６日（金）

７日 (土)

１４日（土）

１４日（土）

１４日（土）

１５日 (日)

１９日（木）

２２日（日）

「御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）

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（19時～公民館 2階大広間）

第 2回ふれあい会食(福祉委員会)

PTA 資源回収

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）

新町線道路の除草作業、朝６時～（福寿会)

春のごみゼロ運動

         公民館事業を区民相互交流の場に 公民館長 神津 英徳

平成 28年度御幣川公民館運営審議委員会が４月 17日(日)に開催されました。

審議委員会では、保坂区長を議長に選出し、運営審議委員の皆様に 27年度事業報告、決算報

告に続き、２8年度事業計画・予算案等について審議され承認をいただきました。

27年度の主な活動として、３年ぶりの区民運動会が盛大に開催され、また市民運動会では、A組

で三位の立派な成績を収めることが出来た事です。盆踊り大会では二日間天候にも恵まれ、多

くの子供さんや区民の皆さまの参加をいただき踊り･花火･金魚すくいなど楽しいひと時を過ご

しました。その他、敬老会や文化祭などにも、参加された区民の皆様をはじめ、出演･出品して

下さった、小学生･PTA･保存会･福寿会･サークルの方々など、多く人達にご協力をいただき、無

事、一年間の公民館事業を行うことが出来ました。

ここに区民の皆様及び各種団体のご理解

とご協力に感謝申し上げます。今年度も、

区民総参加のもと、区民運動会の他、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。

多くの区民の皆様の参加により公民館事

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。   

  

・館 長 神津 英徳(9) ・主 事 松田 大作(７) ・総 務 市川 順一(10) ・会計 塚田 浩(13)

・文化部長 牧島克洋(2)・教養部長 橋詰祐司(1)・体育部長 小出敏之(6)・広報部長 矢野晃史(4)

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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福祉委員会総会開催

                                            福祉委員会 実行委員長  横川 あや子

４月１3日(水)午後７時より、御幣川区公民館において区四役、民生児童委員、実行委員、

協力委員23名の出席のもと平成 28年度御幣川区福祉委員会総会が開催され、27年度事業報

告、２８年度事業計画・予算案が審議されました。委嘱状を受け、４月から新しい役員体制

でスタートするわけですが、やるからには楽しく皆で協力し、工夫をこらし充実した運営に

努め、地域福祉のお手伝いができたらと思っておりますので区民の皆さまにはご支援、ご協

力をお願い申し上げます。なお、福祉実行委員会では年10回のお昼の「ふれあい会食」と、

どなたでもお気軽に参加できる「お茶のみサロン」を年２回計画しておりますので多くの区

民の皆さまのご参加をお待ちしています。２７年度の実行委員の皆さまには２年間本当にご

苦労様でした。ありがとうございました。

  第 1 回「ふれあい会食」を開催

４月 23日(土)２８年度第１回「ふれあい会食」が

開催されました。朝より民生児童委員、福祉委員会実

行委員の皆さんにより心がこもった昼食を準備してい

ただき、歓談しながら楽しく食事会ができました。

食事の後は、民生児童委員の宮岡千枝さんによるオ

ルガン演奏に合わせて懐かしい唱歌を皆で元気に楽し

く歌い、楽しいひと時を過ごしていだきました。

☆ 28 年度福祉委員会役員(敬称略)

・実行委員長 横川 あや子(10) ・副実行委員長・会計  西村 繁子(3)

・実行委員 北尾根 敬子(4) 丸山 菊美(6) 矢島 美紀(8) 萩原 百合子(9) 篠根 裕子(11)

・民生児童委員 宮岡 千枝（11） 小出 道恵（６） 廉澤 美代子（４）

★ 平成28年度 常会の要望事項の提出をお願いします。

  御幣川区の要望事項を取りまとめて６月上旬篠ノ井支所に提出します。

道路、側溝、カーブミラー等の要望については常会長までご連絡して下さい

★ 第 33回御幣川区自主防災訓練に皆で参加しましょう。

６月 12日(日)午後１時～5時、御幣川遊園地(地蔵公園)と御幣川公民館で実施。

多くの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）

★ 御幣川区「花さかせ隊」参加者募集中 !

私たちの街を美しくしましょう!! 今年も春と秋に植栽を実施します。

別途、ご案内します。   大勢の皆さまのご参加をお待ちしています。

               御幣川区ホームページがリニューアルしました

           パソコン http://www.onbegawa.com

スマホ・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」です
スマホで見る 携帯電話で見る

「ふれあい会食」 食後の歓談



春季例大祭 厳粛に開催   

４月 16 日・17 日の両日、氏子総代会の皆さんによる

幣川神社春季例大祭が行われました。両日天候に恵ま

れ前日は早朝より祭事会の皆さんにより幟立てが行

われ、宵祭りには大神楽保存会の皆さんが祭の笛太鼓

の音を響かせながら、区内の辻々に神楽を奉納し安全

祈願をしていただきました。春祭りは今年一年の豊作

を祈願する伝統の行事で

あり、１２日の本祭は、神

殿において、区四役をはじ

め祭事会、大神楽保存会の役員の参列のもと、竹内宮司様による神

事が厳粛のうちに執り行われ、参列者一同恭しく玉串を奉奠し、区

内の平穏無事と区民各位のご多幸を御祈願致しました。

28年度氏子総代会役員(敬称略・（ ）内は常会)

会 長 大田 徹(2) 副会長 西村 一郎(3) 会計 内山 富一郎(7) 会計 大澤 努(12)

常会役員 中島 力 (1) 柳沢 安雄(4) 玉井 勇治(5) 村田 和夫(6) 宮崎 司(8) 

大平 友三(10) 村田 正春(11) 佐藤 昭義(12) 宮崎 雄次(13)

  

  自主消防隊員に委嘱状を伝達 ポンプ車点検も実施  

４月 22日(金)平成 28年度自主防災会総会が開催さ

れ、保坂会長より28年度消防隊員の皆さんに委嘱状が

渡されました。総会では熊本地震の直後ということも

あり横山消防隊長から「今年も無災害・無火災で安心

して暮らせる街づくりに取り組もう」とあいさつがあ

り、２８年度活動計画等が審議されました。総会に先

立ち本年度第１回のポ

ンプ点検が行われまし

た。いざという時に被害を最小限にくい止めるため消防隊

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

施しており、防災訓練時には放水訓練も行っています。区

民の皆さんには、常に防災意識を持ち、火の元点検の励行

をお願いするとともに消防隊員の皆さんには、地域の安

心、安全に向けてご尽力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) 望月茂男(13) 松井政通(13)

【 ２８年度自主防災会消防隊 ( )は常会 】

28 年度御幣川区自主防災会総会

委嘱状伝達式

宵祭り 神楽奉納



育成会総会開催    「子供は地域の宝」    育成会会長 唐木 一男

４月３日(日)平成２８年度育成会総会が公民館で

開催され、育成会協力員 60名の出席のもと２８年度

活動計画等を承認いただきました。区民の皆様のご協

力により、平成 26年度・27年度の二年間育成会長を

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。総会では「育成会の組織変更」についてご提案

をさせていただきましたが、この懸案事項について、

育成会長として解決していこうと考え、もう一期二年

頑張って参りますので、今まで以上のご指導ご鞭撻を

よろしくお願い致します。育成会長としての私の思いは、今までと変わりなく子供は地域の宝

、地域のみんなで見守っていくことが大切ということです。それには、誰にでもあいさつでき

る環境づくりが大切です。そんな環境づく

りに、少しでもお役に立てればと思います

。今年度も、役員一同、活動を通じて子供

たちの育成のために頑張りたいと思います

ので区民の皆様、一年間よろしくお願い申

し上げます。

【２８年度育成会役員】

会 長   唐木 一男（１2）  副会長 中澤一志（5） 副会長 滝澤美子（3）会計 新井詩乃（13）

専門部長 唐木清行（2）、 滝澤美子（3） 監事 黒岩善昭(6) 寺沢英雄(7)

平成 28年度御幣川区主な行事 日程は予定です。再度確認願います

月 主な行事等 月 主な行事等

４ １７日(日) 春季大祭 １０ １０日(日) 第50回市民運動会

29日(祝) 側溝清掃 　２３日(日) 秋のごみセロ運動

５ 　　 ７日(土) 協議員会 　30日(日) 第44回公民館文化祭

2２日(日) 春のごみゼロ運動 １１ ５日(土) みんなの幸せを願う集い

６ 18日(土) 第1回お茶のみサロン 12日(土) 第2回お茶のみサロン

１２日(日) 第33回自主防災訓練 １３日(日) 七五三祝祈願祭

19日(日) 年齢無制限野球 １７日(木) 福寿会「お楽しみ会」

７ 3日(日) 中央地区球技大会 ２３日(祝) 新嘗祭

１０日(日) 公民館教養部主催講演会 １２ ３１日(土) 越年祭

30日(土) 篠ノ井合戦祭り １ ２日(土) 区新年おめでとう会

８ 日(　) 育成会 夏休み親子教室   ７日 ・ ８日 八日堂初縁日大祭

14日15日 盆踊り大会 　　日(　) どんど焼き

９ ４日(日) 第50回区民運動会 ２ ２５日(土) PTA総会

1１日(日) 敬老会 ２６日(日) 公民館審議委員会

２５日(日) 秋季大祭・子供相撲大会 ３ １６日(木) 福寿会定期総会


