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2019 年度(令和元年) 新時代に向かってスタートしました！ 
4 月 27 日西学区まちづくりの総会を 124 名の役員により開催しました。人の絆を大切にして,支え合い助け合いながら,住民 

相互の交流を深め,地域の活性化,住み良い町づくり,この町に住んで良かったと実感できるまちづくりを目指してまいります。 

西学区の皆さま方のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

西学区まちづくり推進委員会委員長 徳山 威雄 

 

1 月から 4 月まで,総会に向けて全力投球で会議に取り組みました。 
《1》 6 部会と自主防災の部会(1 月から 2月の間に会議をしました) 

    健康づくり部会・環境部会・安全部会・文化部会・総務部会・情報部会・自主防災の部会は,1 年間の 

振り返りと次年度事業計画案について真剣に話し合いました。 

《2》理事会 (3 月 15 日に正副委員長 7 名と理事 9名で会議をしました) 
   各部会と自主防災から出された,事業報告と事業計画を 3月 15 日の理事会で慎重審議しました。 

《3》運営委員会 (4 月 10 日に正副委員長・理事・運営委員の計 24名で会議をしました) 
   理事会より出された議案を,運営委員である各町内会長・各種団体長に審議して頂き,総会へ上程で  

きる案件に仕上げました。   

《4》まちづくり役員の選出 (西学区まちづくりの各部会役員 160 名と自主防災役員 74 名) 

   4 月 10 日までに各町内会と各団体にまちづくり役員の選出をお願いしました。 

《5》総会 (4 月 27 日に西公民館で出席者 124 名による総会が開催されました)             
①総会は 19:00 より各部会ごとに分かれて正副部会長の選出をしました。その後会議室に 

全員集合して,総会が始まりました。           
 

                          
                                   

 

②総会は議長を決めて,前年度の事業報告・決算報告・監査報告と質疑応答をしました。次の役員改選では運営委員会で決ま 

った委員長・副委員長・会計監査と各部会の正副部会長の承認を得ました。これで西学区まちづくりの主要役員が滞りなく 

決定しました。 

③続いて今年度の事業計画と予算案の提案説明と質疑応答がなされ,採決の結果満場一致で承認をされました。 
 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④19:00 に開会した総会は,20:30 に三宅副委員長の閉会の挨拶で幕を閉じました。挨拶の中で「まちづくりを担う人々の高齢 

化と後継者不足」に触れられて,「課題を共有しながら励まし合って進めて行こう」と力強く話されました。４ケ月に及ぶ会議 

は家を建てる「設計図」であります。2 頁にはその設計図である「事業計画」を掲載いたします。 
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1 頁 西学区まちづくりの会議と総会 

2 頁 西学区まちづくりの事業計画 

4 月 10 日 運営委員会 

文化部会 総務部会 安全部会 

総会出席者 まちづくり役員 124 名 
徳山委員長の開会の挨拶 杉野原部会長が健康づくり 

部会の事業計画案を上程説明 

左:来山安全部会長と 

右:小林環境部会長が 

各部会の事業計画案を上程説明 

松川部会長が総務部の 

事業計画案を上程説明 

石井部会長が文化部会の事業計

画案と福祉を高める会の予算案

を上程説明 

右:伊達情報部会長が事業計画案を 

左:掛谷副会長が予算案を上程説明 

持倉副会長が福祉を高める会の 

事業計画案を上程説明 

3 月 15 日 理事会 

環境部会 

三宅副委員長閉会挨拶 

健康づくり部会 



2019 年(令和元年) 5 月１5 日         西公民館だより               第１９５号（２） 

 

 

健康づくり部会・杉野原哲志部会長 

①三世代交流グラウンドゴルフ大会 

(5 月 26 日) 

②ユニカール大会 (7 月 7 日) 

③講習会 「寝たきりを防ぐ運動」 

(10 月 15 日) 

④西学区ハイキング (11 月 10 日) 

⑤ラジオ体操の普及 (通年) 

⑥いきいきサロン講座 

 「ロコモティブシンドロームについて」 

(9 月６日) 

環境部会・小林邦弘部会長 

①全市一斉清掃(6 月 2日・10 月 27 日) 

②西公民館清掃(12 月) 

③いこいの広場(ばら園)整備(年間) 

④エコ活動…食用油・割り箸等回収・ 

⑤環境学習 

⑥ゴミ分別ガイドブック作成 

⑦環境関連施設見学(6 月) 

⑧いきいきサロン講座「ゴミ分別間違って覚えていませんか」(10 月) 

安全部会・森元俊廣部会長 

①安心安全なまちづくり 

 *児童の見守り活動 

  ・通学路の安全マップづくり 

  ・危険個所に目印づけ 

 *学区行事の安全確保…各行事日 

 *登下校見守りボランティア交流会(6 月 25 日) 

②交通安全教室「学区内の危険個所を歩く」(9 月 8 日) 

③いきいきサロン講座 

「専門用語を使わない相続トラブル対策」(7 月 2 日) 

文化部会・来山真也部会長 

①盆踊り大会(8 月 4日) 西小学校校庭 

②新年互礼会(1 月１日) 西公民館 

③いきいきサロン講座 講師/岡崎忠さん 

講題/「いだてん」(5 月 15 日) 

 

 

 

 

 

 

総務部会・松川尚曉部会長 

①まちづくりシアター(10 月 26 日) 

②講演会又は現地学習(7 月 26 日) 

   「福山城について」 

③学区の歴史勉強会 

 *西学区の知っとる検定(1 月末) 

  *福山築城隊活動(ペーパークラフトで 

城づくりの会)毎月 1回公民館 

④いきいきサロン講座 ※笑いと心の健康について 

 『ゲートキーパーを知ろう』(6 月 28 日) 

情報部会・伊達利幸部会長 

①広報活動(HP/メール配信) 

*HP・メール配信設定の交信 

  西学区まちづくりホームページ掲載 

 *各事業活動報告 HP掲載 

 *HP 活用の充実 

  (各種団体からのお知らせ・活動報告など情報提供) 

②スキルアップ 

 *パソコンサークル 通年(週１回)/西公民館 

③いきいきサロン講座 「防災速報」 

※スマホで危険を察知しよう/9 月 24 日(27 日) 

ふれあい事業・実行委員会 

①灯りフェスタ (8 月・西小学校校庭) 

 *夢メッセージ灯ろう・コンサート 

②とんど祭り (1 月 11 日/西小校庭) 

③いこいの広場・バラ園・農園の整備 

 芦田川グランドゴルフ場整備と活用 

④子育て応援 

 *子育て 

ほっと～カフェ 

 *初めての絵本を 

配布のため訪問 

 *おもちゃサロンの 

ボランティア活動 

 *夏休み体験 

自主防災事業・近藤俊一会長 

①自主防役員研修(6月２９日/西公民館) 

 講師 佐藤千代子さん 

 講題 「水害から命を守るために」 

②西学区防災訓練 

(11 月 24 日/西小体育館) 

*避難訓練・防災講演会 

③防災資機材の整備・非常食の備蓄 

 

 

部会・ふれあい・自主防災の事業計画 
子どもからお年寄りまで住民主体の地域づくりは,出会いとふれあいを深めます 

編集後記 「西公民館だより」５月号は,平成最後の西学区まちづくり推進委員会総会を特集しました。専門部会・理事会・運営委員会・総会と４ケ

月かけて成立した事業計画の経緯と内容を知ってほしいと編集しました。何度も校正し直した総会資料,前日までかかった専門部の正副部会長の

依頼等々ご苦労の多い作業を本部はしていました。◆市役所の議会棟に市議会議長室があり,大変大きな墨書が懸かっています。それは「以和為

貴」という聖徳太子『十七条の憲法』の文で「和らかなるをもって貴しとなす」という名文です。(うちとけてお互いに和みあう)ことが大切て゛,

「事を論ふに諧ふときは,事理おのずから通う,何のことか成らざらん」(とらわれの心を離れて話し合うことが出来るならば,何でもできる)と

1200 年も前に断言されています。長期にわたって会議は全員の思いを一つにする大切な取り組みなのだと思いました。    (西公民館長) 

 

３0/１１/4 明王院ハイキング 

30/6/19 汚泥処理センター 

30/6/26 交流会風景 

31/1/12 とんど祭り 

31/1/1 新年互礼会 

30/10/20 

映画 「聲の形」 

30/8/5 盆踊り大会 

31/1/1 公民館門松 

30/8/28 スマートホン講座 

30/7/6 23:20 

災害対策本部公民館に設置 

30/11/25 西学区自主防災訓練 

28/12/20 灯りフェスタ

(中央公園) 

30/7/8 11:00 神島地域 

災害ボランティア活動 
30/12/18 ミニクリスマス会 


