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田植えも無事済み、爽やかな風が水を張った青田を吹きわたっています。ツバメがその風に
乗って飛びまわり忙しそうです。。目を移せばその側を｢元気いっぱい・笑顔いっぱい｣の地域
の宝・子どもたちが、地域の皆さんに見守って頂きながら安全に登下校しています。毎日のみ
まもり活動などで｢元気・笑顔｣に子ども達に接して下さる皆様方に感謝・感謝です。
さて、東西条地区住民自治協議会は 2 年の準備期間を経て平成 25 年に設立し、以来上記の
スローガンを｢東西条地区のまちづくりの理念｣として一歩一歩前に進めてまいりました。また
山本昌和様考案のデザイン・ロゴマークは｢つつじの花、3 輪『人』、『歴史』、『緑』を表して
おり、住民が手と手を取り合って、協力して守り育て、そして次の世代へ伝えていく｣ことを
イメージしてデザインされたものです。発足して 5 年目に入りましたが、「誰もが安全に、安
心して暮らせる住みよい地域づくり」をより一層おし進めるため、住民自治協議会の活動を皆
様の手でより大きくしていきたいと思います。各学校、地域センター、集会所さらにはたくさ
んの催し物に意欲的に参加され、たくさんの人との交流、輪を広げていきましょう。
『 一生感動 一生青春 』 （相田みつを）

「東西条地区住民自治協議会 定期総会」より
当自治協では４月 13 日運営委員会が、20 日に役員会が、２８日の定期総会
に向けて準備・討議がされました。各部会から昨年度の活動報告と来年度の活
動計画、それに伴う予算等の検討が行われました。そして定期総会当日は６２
名の皆様、委任状含めて出席して頂きました。なお、総会の評議員は役員 14
名＋各種団体 14 名＋区長 43 名＝定数 71 名で構成されています。ご多用中に
も関わらずご出席と活発な討議を頂き、大変有難うございました。お蔭様で、
平成２８年度の事業報告並びに決算報告、監査報告、そして、今年・２９年度
の事業計画(案)、収支予算(案)の議案はすべて賛成多数で承認されました。

また２年毎の役員任期が 3 月末に

当たり、平成 29 年度からの改選役員人事も役員会提案通り承認されました。新役員の皆様にはご協力・ご支援
宜しくお願い致します。詳しくは次ページに掲載していますのでご覧ください。

住民自治協議会、Ｈ29 年度「５部会」の活動計画
《目的》協議会は、住民が自らの小学校区の将来像を考え、その実現に向けて行動するとともに、
地域が抱える課題を克服し、誰もが地域への愛着と誇りを持って、生き生きと安心して
暮らせる住みよいまちづくりと、住民自治の振興に寄与することを目的とする。
『 ５ 部 会 』
○

総 務
《地域の豊かな未来を創造していきたい。地域課題の解決や環境問題などを取組み、1 年をかけて企
画立案等を模索していきます。例としては大型店舗の開発計画や道路網の整備要望など・・・。》
・年間行事カレンダーの作成、各区・東広島市への要望、地域の情報交換と課題の検討、避難
行動要支援者避難支援プラン個別の計画、広報紙の発行、各種書類配付。

○

防犯・防災
最近の凶悪化する犯罪、通学児童が巻込まれる交通事故、特殊詐欺等が多発しています。
また、自然災害も大規模化かつ頻発しており、いつ・どこで・どんな大災害が発生するかわかりませ
ん。そのような状況に備え、安全・安心なまちづくりに向けて、「意識づくり」「地域づくり」「環境づ
くり」を３本柱として、
“みまもりネット”“自主防災会連合会”を中心として、地域一体となった取組
みを進めていきたい。
重点目標として、意識づくりでは、啓発活動の推進、各種講習会等の開催。
地域づくりでは、みまもりネットの活動の充実、高齢者への声かけの推進及び各地区自主防災会の活動
態勢を充実させ、防災訓練等を実施したい。
環境づくりでは、ＰＴＡ、消防団等他団体との連携の推進を図りたい。
※ 防犯・防災活動は日常活動が大切になります。ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

○ 福

祉
《福祉のまちづくり活動、地域福祉の推進を行います。地域住民に寄り添った、社会福祉を目的と
する事業を行います。
》
《地域子育て環境の整備・地域全体で子ども子育て家庭を見守り、支え合う気運づくり》
・子ども民生委員体験活動を９月と１２月に、地域で子育て講演会を 1 月 26 日に, まるごと
地域サロンパーティを２月１８日に行う予定にしています。また、中学生の地域福祉活動への
仕組みづくりの検討も始めていきます。
○ 健康・生涯学習
《各種スポーツ大会の開催・支援を通して、区民皆様の健康で快適な暮らしとコミュニケーション
づくりのお手伝いを行っています。》
・心身の健全な発展と明るく豊かな生活の形成に寄与するため、今年度の活動計画は
東西条スポーツ教室、第 7 回東西条グラウンドゴルフ大会、第８回東西条グラウンドゴル
フ大会、第 18 回さわやかウォークの日歩こう DAY、いきいき百歳体操 元気にかよう会。
【参加】東広島市民スポーツ大会（陸上）
、東広島市民スポーツ大会（球技）
○ 地域活性化
《幅広い文化活動を通して永く郷土・東西条の平和と繁栄を念頭に活動していきます。地域の皆様
の快適で文化的な生活環境づくりを目指します。
》 ご協力お願いいたします。
・きれいなまちづくりキャンペーン、星空まつり、吉士実盆踊り、施餓鬼法要奉納盆踊り、
第 21 回東西条まつり、通学路ごみ拾い、とんど祭り、吉士実公園育成事業。
※

部会活動の実施日は、総務部会より配付した「年間行事予定表」に記載しています。

※ 今後の予定について

役 員 会：６月１５日（木）18:00～19:3０

「東西条地区住民自治協議会」役員紹介
平成 29 年度の役員人事についてお知らせします。 《15～28 は、運営委員の皆様です》
（役員の任期は２年：東西条地区住民自治協議会規約第１７条より）
役 職

名 前

15

運営委員（西条地区区長）

―

顧問

横山 高嶺

16

運営委員（西条地区区長）

三谷 雅夫

1

会長

景山 和彦

17

運営委員（吉行地区区長）

鍵岡 公平

2

副会長

井林 宏司

18

運営委員（吉行地区区長）

井林 誠

3

副会長

佐藤 正曉

19

運営委員（土与丸末広地区区長）

向谷 司

4

副会長

西生 健康

20

運営委員（土与丸地区区長）

岡野 満善

5

副会長

三谷 雅夫

21

運営委員（助実区長）

一反田 心哉

6

事務局長

折羽 邦彦

22

運営委員（助実区長）

木川 加代子

7

会計

檜山 かほる

23

運営委員（助実長寿会）

寺田 聖二

8

監査

桑森 義信

24

運営委員（吉土実女性会）

松井 玲子

9

監査

黒田 奈美子

25

運営委員 （JA 女性部）

高藤 泰子

10

総務部会長

佐藤 正曉

26

運営委員 (民生委員児童委員)

大野 本子

11

防犯・防災部会長

渡橋

27

運営委員 (東西条小 PTA、

宮田 善文

12

福祉部会長

原

13

健康・生涯学習部会長

岡田 育三

14

地域活性化部会長

森脇

誠
弘

青少年健全育成会）

28

運営委員(公衆衛生推進協議会)

松原 國昭

仁

「体育振興会定期総会」より
５月１１日、体育振興会の総会があり、平成２８年度の事業報告並びに会計報告、平成２９年度の役
員、事業計画・予算も決まりました。
主な活動予定を紹介します。
６月 ４日（日）市民スポーツ大会「陸上の部」
：東広島運動公園
６月１７日（土）スポーツ教室（バドミントン、スナッグゴルフ、ゲートボール）：東西条小学校
７月２２日（土）星空まつり ：東西条小学校
８月２０日（日）市民スポーツ大会「球技の部」
（①ソフトボール：福富多目的グラウンド、高屋
マツダスポーツグラウンド、 ②ゲートボール：近畿大学工学部グラウンド
③グランドゴルフ：アクアパーク ④ソフトバレーボール：アクアパーク）
９月２４日（日）東西条グランドゴルフ大会（第 7 回）
：東西条小学校
１０月２９日（日）創立記念日：東西条小学校
１１月１２日（日）東西条まつり：東西条地域センター
１２月 ２日（土）東西条グランドゴルフ大会（第 8 回）
：東西条小学校
３月 ４日（日）第 18 回さわやかウォークの日歩こう DAY：東西条地域センター集合
上記の活動に住民自治協議会も協賛しております。皆様のご参加の程、よろしくお願いいたします。

防犯・防災部会の活動報告
４月２４日（月）、東西条小学校で開催された交通安全教室に、東西条みまもりネットの子どもみまもり隊１
７名が参加しました。隊員の多くは交通指導の経験や訓練を受けているわけではないため、児童との触れ合いと
交通指導の学習を兼ねて交通安全教室に参加させて頂きました。横断歩道での止まる位置や横断旗の上げ方、渡
り方、踏切での渡り方など新たな気づきや反省があり、大いに勉強になりました。参加者は口々に“あー、そう
か”
“えー？そうするの？”とか“参加して良かったネ”等々充実したひと時でした。
みまもり隊は、
“子どもは地域の宝”
“子どもの安全は地域で守る”をモットーに活動に励んでいます。しかし
隊員数がまだまだ不足しています。通学路によってはゼロのところもあります。どうぞ、多くの皆様のご参加を
お願い申し上げます。

（報告：防犯防災部会長

渡橋）

東西条地区 ミニ・ニュース
東西条地区の話題、出来事をお届けします。今回は、「東西条小学校のスナッグゴルフ」についてです。

5 月 6 日、第 12 回スナッグゴルフ対抗戦広島地区予選会が広島カンツリー倶楽部八本松コースで行
われ、東西条小学校は優勝し全国大会の出場を決めました。6 年連続 6 回目全国大会出場となります。
全国大会は 7 月 16 日（日）福島県のグランディ那須白河ゴルフクラブ NASU コースで開催されます。
昨年 6 位で悔しい思いをしたキャプテンの三宅結菜さんは、代表挨拶で「全国大会では優勝カップを持っ
て帰れるよう頑張ります」と力強いコメントをしてくれました。
現在部員数は 19 名。全国大会に出場できるメンバーは 6 名。メンバーに入れるよう子どもたちは一生懸
命練習を頑張っています。 いつも応援してくれる、保護者や地域の方に感謝して、全国大会で最高のプ
レーができるよう頑張ってほしいと思います。

これからも応援よろしくお願いいたします。
東西条スナッグゴルフクラブ 監督 徳永 友美

東広島市からのお知らせ・お願い
東広島市に対する生活関連（道路、交通安全、河川、農業用水、公園など）の要望は住民自治協議会が取り
まとめて市役所に提出いたしますので、東西条地域センターにご相談下さいませ。（自治協事務局より）

