
 
 

新 任 の ご 挨 拶 
区長 横畑 鐵幸 

 初夏の候 皆さまご健勝でお過ごしの事とお察し申し上げます。  

４月２１日、本村自治振興区の総会で、区長に推薦され承認を頂き、微力ではありますが引き

受けさせて頂きました。 

 前任者、尾原氏は長期に渡り振興区活動及び住民の安全・安心を念頭におき活躍されたこと

に、感謝と敬意を申し上げます。 

本年度から、地域マネージャー（集落支援員）制度を導入し、地域内での困り事支援、地域資

源の活用や特産品の開発を進め地域振興に努めていきたいと思います。また、緊急課題として

自主防災組織の設立があります。上本、中本、下本、上谷と全ての組織が設立されれば、連携

して活動したいと思います。 

 まだまだ課題は山積みですが、皆さまが笑顔で暮らせるよう、みんなで話し合い、助け合い

頑張っていきたいと思いますので、皆さまにはこれまで以上のご協力・ご支援をよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 4月 21日（金）午後 7時 30分から、平成 29年度振興区通常総会がおこなわれました。 

事務局長の司会ではじまり、尾原区長の挨拶後、平成 28年度事業報告・決算報告・役員改選・

就業規則一部改正・平成 29 年度事業計画案・予算案・地域マネージャー導入案について提示

され、第 1 号議案から第 7 号議案まで審議され、満場異議なしで承認・議決され、平成 29 年

度がスタートしました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月　　日 行事予定 場　　所 時　　間
6月4日 蘇羅比古周辺環境整備 蘇羅比古神社 8：00～

6月5日 民児協　定例会 二階会議室 9：00～

6月9日 自治会長会 会議室 18：00～

6月14日 ふれあい給食 調理室 8：30～

6月18日 （地）共栄会総会 二階会議室 9：30～

6月18日 つくばねの花 調理室 10：00～

6月19日 本村デイホーム よもやま館 9：30～

6月25日 振興センター環境整備 グラウンド 9：00～

6月28日 ふれあい給食 調理室 8：30～

＊編集後記＊  

 先月、振興区の総会で 10 年間区長を務められた尾原

春良氏が退任されました。長い間振興区の柱となって活

躍して頂き、ありがとうございました。 

地域は新緑が眩しい季節になりました。 

周りは、段々と田植えが終わり、緑の絨毯を敷いたよう

になることでしょう。 

田植が終わると、今度は草刈作業ですね。 

段々暑くなってきました。体調管理に気を付けましょう 
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◆ 香典返し 

朝倉 裕様（上表 故 マス子様） 

 

金一封を賜りました 

ありがとうございました 

 主な記事   

・振興区通常総会 

・振興センター環境整備  

・教室・サークル活動紹介 

・蘇羅比古周辺環境整備 

・ひだまり広場 蕗採り 

・お助けネット 

・行事予定他 

本村自治振興センターだより            ひだまり広場 蕗採り＆蕗料理      ❖子育て支援事業❖ 

       5月 17日（水）子育て支援事業で、板橋ひだまり広場の方々が、センターの近
くで許可を得て蕗を採り、「つくばねの花」の方に、蕗料理を教わり会食されま
した。10組の親子が参加されました。 

 

 

  

 

平成 29年度振興区通常総会 

『お助けネット（仮称）』開始します ❖地域マネージャー❖ 

  

今年度から、地域マネージャー制度が導入され、5 月 12 日『お助けネット（仮称）』の会合

を持ち、支援内容を検討してきました。 

利用開始は、6月 1日からです。 

 今回、『あんしん』と一緒に「お助けネット（仮称）」についての文書を配布していますので、

ご利用についてご検討して活用して頂きたいと思います。 

ひまわりの苗 

お分けします 

 6月から 

許可を得て、蕗を採りました 蕗の茹で方を教えてもらいまし フキ料理ができました 



 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     本村自治振興区新役員（平成 29年度・平成 30年度）  （敬称略） 

 

向かって左から  

区長 横畑 鐵幸 

 上本自治会長 大江 久都 

 中本自治会長 森永 重孝 

 下本自治会長 新元 匡尚 

 上谷自治会長 藤岡 秀喜 

地域マネージャー 高林 直樹 

専門部 ＊総務振興部部長 横畑 鐵幸                ＊環境福祉部部長 芳山 秀樹 

＊生涯学習部部長 山口 琴江                ＊老人クラブ   末時 智明 

＊体育部部長   未定（体協総会終了後決定）＊女性部部長   なし 

新区長を迎え、平成 29年度スタートとなりました。 

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 環境整備のお願い    ❖環境福祉部❖ 

 今年度も、例年通り振興センターグラウンド周辺

の環境整備を行いますので、ご協力をお願いします。 

 

日 時；６月２５日（日）午前９時～２時間程度 

※ 雨天の場合は 7月 2日です。 

場 所；本村自治振興センター 

持参物；鎌など 

＊暑い時期なので、帽子・汗拭きなどご持参下さい。 

教室・サークル活動紹介 

❖生涯学習部❖ 
 

 本年度も教室・サークル活動がスタートしました。年々会員が高齢化して、会員が減尐傾向 

にあります。新会員を随時受け付けています。 

入会されたい方は、振興センターへ申し込みください (☎ ７８－２７４３) 

教室・サークル名 活  動  日 （講師の都合により変更有） 

本村華道教室 毎月第 1火曜日 13：00～ 

本村書道教室 毎月第３金曜日 13：00～ 

本村茶道教室 毎月第４金曜日  9：00～ 

本村民芸教室 毎月第 3木曜日  9：00～ 

本村絵手紙教室 毎月第２火曜日  9：30～ 

いけばな教室 毎月第３木曜日  13：30～ 

パッチワーク教室 毎月第１木曜日  9：00～ 

大正琴教室 毎月第２・第４木曜日 19：00～ 

手芸の会 毎月第４火曜日  9：30～ 

銭バイクラブ 毎月第１・第３火曜日 19：30～ 

七宝クラブ 毎月第４火曜日 13：00～ 

グラウンド・ゴルフクラブ 毎週月曜日  8：30～（冬期は時間変更あり） 

本村葦嶽太鼓 毎週金曜日  19：30～ 

本村郷土史研究会 毎月第 2月曜日 13：30～（5・9・1月を除く） 

不老仙太鼓 毎週１～２回 19：00～ 

上谷歴史研究会 毎月第 1水曜日 19：00～ 

※不老仙太鼓と上谷歴史研究会は、上谷コミュニティーセンターで活動しています。 

  蘇羅比古神社周辺環境整備のおしらせ    ❖上本自治会❖ 

 昨年に続いて、協働の力で地域環境を守ろうと整備作業の計画をしました。 

日  時 平成２９年６月４日（日） 午前８時～２時間程度 （小雨決行） 

集合場所 大鳥居下（県道広場） 

持 参 物 草刈機・ナタ・鎌等（チェンソー） 

＊作業場所 蘇羅比古神社～大鳥居参道周辺  

＊作業内容 草刈竹林伐採後の整理・除草等 

 この取り組みは『蘇羅比古神社総代会』と『上本自治会』で協議し協力し合い実施します。 

皆さまのご協力をよろしくお願いします。 

中庭舗装終了 

 前年度末依頼していました中庭（集会

室と図書室前）の舗装が終了しフラット

になりました。 

長い間有難うございました 

尾原 春良 

去る、４月２１日の平成２９年度の総会において自治振興区の区長を退任させていただきま

した。 

振り返ってみますと平成１９年４月の公民館廃止による振興センターへの移行、本小学校・

上谷小学校の休校問題から中国自動車道の塩害対策まで色々な事がありましたが、皆様方のご

支援・ご協力により何とか務めさせていただき有難うございました。深く感謝するものです。 

特に、塩害対策として実施された上水道敷設は事業管理者である市長のご理解があったもの

と思っています。 

新区長は塩害対策協議会長の横畑鐡幸さんです。新区長のもと安心安全のまちづくりにとも

に頑張りましょう。 

今後は、地域の活性化のため共栄会と連携して特産品づくりを担当する地域マネージャーと

して頑張りたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 


