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４．平成 2８年度これからの事業 

２．村 田 会長挨拶 

３．平成２８年度事業実績報告  参加者数 

 

  

 

 

 

 

◆ 夏休み防犯パトロール          7/21（木）～8/31（水） 

● 自治会単位で実施、 

１３自治会より報告あり。パトロール回数９９回延３６７名。違

法駐車/樹木はみ出し/防犯灯球切れ/他 指摘あり順次対

策中。 

◆ 夏の夜間合同避難訓練         

8/27（土）      305名 

  避難所体験（宿泊）訓練        

～8/28(日)     30名 

 

 

 

 

◆ 第五小芝桜拡張/除草剤散布    

9/10（土）    16名 

● 10月15日の芝桜植栽に向け準

備をスタートしました。 

◆ 夏祭り         8/20（土）              330名 

● アミーのダンス/抽選会を新たに追加、昨年よりは子ども

達に長く楽しく遊んでもらえたのではと思います。が、抽選会

など段取りと時間に問題点があり、次年度改善していきます。 

 

 

◆ 公民館事業 

● 親子遊び（第３回）           40名     9/9（金） 

◆ グラウンドゴルフ協議会長杯     53名    9/11（日） 

● 男性：優勝 鈴木 

さん/準優勝 柴澤

さん/３位 朝柄さん/

特別賞  平本さん  

女性：優勝 鈴木さん

/準優勝 石井さん/３

位 山本さん/特別賞 

西本さん 

● 残暑厳しい中、 

参加者と運営委員

が一緒になって楽しみました。初心者の方を含めホールイン

ワンが 16本出ました。写真は入賞者の方々です。 

◆ 敬老の日記念品配布       631名      9/19（月） 

● 自治会長/民生委員が中心になってお届けしました。 

 

☆防犯防災部会 

◆ 第五小文化祭へ防災グッズ展示           11/5（土） 

● 防災への関心度アップを狙いに計画します。 

☆地域環境部会 

◆ 第五小芝桜の拡張 

● 植栽シートの貼付 10/1(土)  ● 芝桜の植栽 10/15（土） 

  協力いただける方を募集中です。 

☆教育文化部会 

◆ 文化祭                    10/22（土）23（日） 

● 役割分担表を配布、当日都合が悪く出席できない委員役

員は事務局まで連絡ください。 

● クラブ作品展示/芸能クラブの発表/お餅、赤飯、カレーう

どん、ポップコーンの販売を行います。 

● 久保中吹奏楽部による演奏 等あります。お楽しみに！ 

◆ 公民館事業 

● 歴史探訪（桑名市）                 10/5（水） 

● 前川先生の料理教室               10/14(金） 

● お菓子作り教室                   11/6（日）  

● 親子遊び（第４回）                 11/11（金） 

● 親子料理教室                    11/20（日） 

● そば打ち体験                    11/25（金） 

☆企画広報部会 

◆ 協議会だより 

● 自治会紹介  田原町住宅（１０月）田原新町（１１月） 

☆健康福祉部会 

◆ グラウンドゴルフ公民館長杯            10/4（火） 

◆ ふれあいの集い                   10/11（火） 

● プログラム：午前（三味線演奏）      午後（カラオケ） 

◆ グラウンドゴルフ練習                  11/8（火） 

◆ ふれあい農園 

● 新たな候補地を検討中 

 

◆ 今後の会議予定について 

● 10月度協事務局会議 10/20（木）● 合同会議 10/27（木） 

 

( 概要 ) 私たち田原町自治会は、近鉄東松阪駅と第五小学

校を結ぶ道路の間の北側に位置しています。現在、世帯数は 

130軒 で、それを 14組に分けています。   

 熟年世代､中堅世代 ､新団地の若い世代と三世代が混在す

るバラエティに富んだ自治会です｡ 

( 我が町の特色 ) わが国では人口減少が心配されています

が、私たち自治会は世帯数急増自治会です。            

駅や学校にも近いという利便性がよい地域ということもあるの

☆自治会紹介     田原町自治会   奥野元洋会長 

   第 5回 役員・運営委員/合同会議の報告 
 平成２８年８月２５日(木) 午後７時～ 神戸地区市民センター 

２階会議室 出席３８名 欠席１５名 

５．報告/連絡事項 

１．部会の開催（～１９：４５） 
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でしょうか、規模はそんなに大きくありませんが、新しい団地

が次々と作られています。 

 平成のはじめに、今の南組にあたる団地が作られ、一挙に

30世帯以上が増えました。その後も団地造成が続き、いまか

ら 20年前の平成 8年には世帯数が 63軒となり、10年前の平

成 18年には 85軒となりまし

た。 

 現在は130軒なので、この20

年間で 2倍に増えたことになり

ます。そうしたことから、14の

組のうち半分の 7組が平成に

なってからできた組となります。

広報という素晴らしい役職があ

り各種行事を全世帯へ積極的

に推進し､誰もが認める田原町

自治会活動の重要な要となっ

ています｡ 

 

( 田原が力を入れている広報活動 ) 昔からの集落と新しい

団地、また新しい団地同士のコミュニかーションをしっかり取り、

地域としてのまとまりを作っていくことが、私たち自治体の喫

緊の課題となっています。 

 そのため,自治会活動を通じて互いのコミュニケーションを図

っていく必要があり、まずは自治会活動をよく知ってもらうため

に、次のような広報

活動に力を入れてい

ます。 

①行事 2週間前に写

真で参加を呼びかけ

る PR回覧を 田原町

全域に配布する｡ 

②田原町が参加した

全ての行事終了毎､

写真集を作成し 田

原町全域に回覧し、

参加する事の素晴ら

しさ､ 参加する事の

喜び､ 地域の方が触れ合う喜びを 一軒一軒へお届けしてい

ます｡  

  地域の皆様からは 写真集を毎回楽しみに していますとの

声をいただき好評を頂いています｡ 

   その結果､行事の参加人員も年々増加傾向。ﾊﾞﾗｴﾃｲに富

んだ自治会ですが、序々に自治会が一つにまとまってきたよ

うな気がしてとても喜んでいます｡ 

( 広報担当者の一言 ) 行事に参加した人も､参加出来なかっ

た人も感動･喜びを伝えるものでなければいけない｡ 

たかが紙ｷﾚと思うかもしれないが地域の為に 心を込めて作

成しているのでいい加減なものは作れない｡ 

 

 

 

 

 

暑い暑い夏休みが終わりました。 

 

☆野球部 

全日本少年軟式野球大会が８月

１５日から横浜スタジアムで行わ

れました。東海大会で優勝した久

保中学校野球部は、一回戦で近

畿地区代表の滋賀県の竜王ジャ

ガーズと対戦。先行されながらも

中盤に逆転し７対３で下して全国

ベスト８、二回戦に駒を進めまし

た。二回戦の相手は北信越地区代表の石川県の星稜中学校

でした。１点を争う好ゲームでしたが２対３で惜しくも敗れまし

た。各方面からの応援をいただきありがとうございました。 

☆男子卓球部 

団体戦で県４位となり、愛知県小牧

市で行われた東海大会に出場しま

した。予選リーグで愛知、岐阜、静

岡の学校と対戦しましたが、東海の

壁は厚かった。でも、いい経験にな

りました。個人戦も頑張りました。 

☆サッカー部 

松阪地区大会で松阪西中を PK 戦

の末破り優勝。桑名で行われた県

大会で磯部中に勝利して県ベスト８

になりました。 

☆陸上部 

松阪地区陸上競技選手権大会

（7/30）、松阪地区中学生総合

体育大会陸上の部（8/30）に

おいて大活躍。多くの種目で１

位または上位入賞者を出しま

した。 

☆吹奏楽部 

７月３０日四日市で行われた三重

県吹奏楽コンクールにおいて金

賞を受賞しました。 

☆子ども人権フェスタ 

8/23 ワークセンターで松

阪市の中学高校の生徒が

集まって人権について様々

な分野で意見を交換し合う

子ども人権フェスタが行わ

れました。全大会では朗読

劇、その後６つの分科会で話し合い

をしました。 

☆English Camp 
8/2 Walking tour in Matsusaka 
with ALT. All English ! 

☆スピーチコンテスト 
 

8/20 皇学館高校でジェスチャ

ーを交えて自分の思いを英語

で話しました。 
 
 
 

☆科学オリンピックでも大健闘でした。 

☆学校イベント紹介         松阪市立久保中学校 

田原町が一番力を入れているのが防

災･防犯活動です｡ 

徹底した呼びかけで 皆様の防災意識

の高揚が図れ 参加人員も年々増えて

きました｡ 

  

ｽﾎﾟｰﾂ活動は ﾁｰﾑ結束力が

年々高まり､今年はﾕﾆｶｰﾙ 3

位入賞の快挙を成し遂げまし

た｡ 

 これからも、田原町自治会として一体的な活動をするために

は、やはりみんなが気軽に集まり話し合いができる集会所が必

要だと考えます。自主防災組織の確立とともに集会所の建設

にもみんなの力を合わせて取り組んでいきたいと思います。 


