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２．村 田 会長挨拶 

３．平成２８年度事業実績報告 参加者数 

 

４．平成２８年度これからの事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 秋の自治会別防災訓練         参加総人員 5４１名 

● 大津町杉(２５名）/徳和（３２名）/垣鼻中央（３４名）/パー

クタウン(２７７名）/田原新町（６５名）/田原町（２５名）/東松

阪町（４５名）/みどり苑（３８名）/以上 8自治会から報告 

◆ 芝桜の維持管理       1/7                 11名 

● 10月に植えた芝桜が雑草に覆われるような状況で除草を

行いました。 

● 来年度は、第五

小斜面の中央桜

の木の下の植栽を

計画しており、斜

面の土が流れない

よう土止めの検討

を行いました。 

 

 

☆ 防犯防災部会 

◆ 防災倉庫備蓄品の購入 

☆ 地域環境部会  

◆ 芝桜の維持管理 

平成 29年度芝桜植栽に向け、第五小斜面へ土入れ 

● 杭と板で土止めを設置し、土を入れる。 

☆ 教育文化部会 

◆ 公民館事業 

● 第二の人生かがやき塾（第一回）         1/22（金） 

● 第二の人生かがやき塾（第二回）           2/24（金） 

● 第二の人生かがやき塾(第三回)           3/24(金) 

☆ 企画広報部会  

◆ 広報の内容充実(15日締め切り) 

● 全自治会一巡しましたが、自治会の活動紹介を１回/２ヶ月

で継続掲載します。（３月より） 

☆ 健康福祉部会  

◆ 第１回市長杯ふれあいスポーツ大会       1/22（日） 

● シャフルボード大会に神戸代表で 1チーム参加します。 

● 参加費 2千円は、協議会より支出します。  

☆ ふれあい農園開設委員会よりの報告 

◆ 現在の候補地での開設を断念 

● 検討を進めてきました｢田原町字那知山｣は、土壌調査の

結果、野菜などが育ちにくい土質であることが判りました。土

作りに数年かかる事を踏まえ、この土地での開設を断念しま

す。 

● 第五小学校に近いところで、農園に適した土地がございま

したらご連絡ください。 

 

◆ 平成 29年度事業計画策定 

● 部会別事業計画案の提出                12/末 

● 総会は４月９日（日）開催 

● 企画広報部会は、業務実態に合わせ広報部会に名称変

更する。 

● 青年部会は、続けて休部とする。 

● 元気応援事業へ応募できる事業を計画する。 

◆ 防犯灯の申請/報告書の提出          12月末締切 

● 遅れる場合は連絡を下さい。連絡が無い場合は辞退され

たと判断します。 

◆ 今後の会議予定について 

● 2月度協事務局会議 19：00～       2/16（木） 

● 2月度役員会／運営委員会合同会議 19：00～  2/23（木） 

私たちの街パークタウン学園前団地は、今年で30周年を迎

えます。現在 275 戸以上、1000 名以上が住んでおります。団

地を 6 町内会に分け、それぞれに町内会に 3 組を設けており

各町内で 3名の組長と自治会 4役 1名、自主防災隊員 2名、

民生委員補助員 1名を配置し、ご近所力（地域コミュニテイ）を

上げる努力をしております。パークタウンは、自治会を法人化

しており、神戸市民センターで年１回、150 名規模の自治会総

会を行います。 

 

自治会役員会は、総勢 30名以上で会議を毎月行い、「パー

クタウン街づくり」（A3サイズ） 2枚の回覧を発行し、会議での

決定事項や防犯の記事や美化運動のお知らせを行います。

「パークタウン街づくリ」は、自治会ホームページでも記載して

   第９回 役員・運営委員/合同会議の報告 
 平成２８年１２月２２日(木) 午後７時～ 神戸地区市民センター 

２階会議室 出席３６名 欠席１６名 

１．部会の開催（～２０：００） 

５．報告/連絡事項 

☆自治会紹介    パークタウン自治会    田中会長 

１２月の会議は、来年度の事業の検討を主としており、部

会６０分、合同会議３０分としました。 

土留め 
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おります。 

また役員会前に廃品回収を役員が行い、パークタウンの資

源ごみの回収は、各会員が門に出していただければ自治会

役員が回収し、自治会の活動資金にし、高齢者から「重たいも

のを運ぶ必要がないので助かる」とのお礼の言葉をいただい

ております。 

また防犯面では、全電柱に防犯灯を設置し、暗い場所は、

ポールで防犯灯の設置を何か所かしており、防犯用カメラ設

置なども近年中に整備を予定しております。あと防災に関して

自治会で防災倉庫を3ヶ所設置し、1000名が２日ぐらいしのげ

る水・食料などの備蓄をしており、下水道接続で不要になった

浄化槽施設を改修した県下最大の防火水槽に 1200 トンの水

を貯え、火災の初期消火用に 10 号消火器を団地内道路に

120本配置しており、年 1回誰でも消火器が使えるように全世

帯対象に消火器訓練しております。 

パークタウン自治会では、松阪で一番きれいで人気な団地

をめざして年８回の一斉清掃があります。2 か所の公園清掃

や道路の草引き、カーブミラーの清掃などを総勢 250 人以上

で行います。またごみ集積所には、掃除用水道を完備しおり

いつでも綺麗です。 

パークタウン自治会行事では、ユニカール大会、懇親会(松

阪華王殿)バス 3 台でピストン送迎、ふれあい餅つき大会、防

災訓練などどれも、いずれも 150～300名近い会員が集まりま

す。また夏休み子ども書道教室、子供会行事、老人会活動も

盛んに行っております。 

また昨年より宅老を 2 ヶ所で立ち上げ高齢者社会に向けての

取り組みを手探りで行っております。 

パークタウンには、県下でも珍しい日時計があるパーク１号

公園（2000 坪）には、毎年小学校、幼稚園、保育所が遠足に

来ます。その公園に 3年前から芝桜を植栽し、現在 2800本の

芝桜を自治会で育てていまが、もっと芝桜を植栽し、三重県下

一番の芝桜公園を目指して自治会で活動していきます。春に

は、ウオーキングで皆さんも見に来てください。 

パークタウンは、いろいろな地域から集まった人たちです。

第二の故郷としてみんなが心地よく住んでいけるようにこれか

らも「人にやさしい街パークタウン」を自治会のスローガンにし

てチームパークタウンで頑張ります。パークタウンからの発信

がこれからの地域コミュニテイのあり方の手本になればと考え

ております。これからも地域コミュニテイを活性化し神戸地区

や松阪を良くしていきましょう。 

新しい年が始まりました。今年は酉年、それぞれの未来に

向かって大きく羽

ばたいてほしいと

思います。（写真） 

●第 62 回読書感

想文コンクール 

優秀 大瀧翔太 

●全国中学生人

権作文コンテスト三重県大会予選 

優秀賞 山村桃花 辰村美空 

●中学生からの提案・発信 入選 国際部 

●東海大学体育学部

からスポーツメンタル

トレーニング指導士

の宍戸 渉 (ししど 

わたる)さんをお招き

して、メンタルトレー

ニングの講演会を実

施しました。（写真） 

●

●陸上 

第五回鈴鹿市記

録会 

 男子三段跳び 

１位 鳥尾英紀 

 女子 2000ｍ  

1位 奥村真尋 

 女子砲丸投げ 

1位 竹口若奈 

第 24回松阪地区中学校駅伝競走大会 

 女子第一区 区間

賞 奥村真尋（写真） 

津秋季記録会 

 女子砲丸投げ 1位 

竹口若奈 

●南勢大会  優勝 

女子バスケットボー

ル部（写真） 

●卓球 

松阪地区卓球選手権

大会         男子シングルス 優勝 村田佳太郎 

第 18回全国中学選抜卓球大会三重県大会 男子団体 3位   

 

●野球部 

   育松会表彰 

●ボランティアさん活

躍中（写真） 

 

今年もよろしくお願い

します。 ☆学校イベント紹介         松阪市立久保中学校 


