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▲役員などの皆さん ▲総合防災訓練

高取まちづくり協議会
会長　荒川昭治さん
昨年度は「とりしろう」の編集・発
行などにより、地域の自慢の再発
見、さまざまな世代の方とのつ
ながりを深めることができた１年
でした。今年度もみんなで力を
合わせて、心ふれあう安全・安心
なまちづくりに取り組み、明るく
楽しい高取をめざしていきます。

翼まちづくり協議会
会長　宮田克弥さん
今年度の総会で規約を改正しました。これ
までの防犯・防災に特化した活動以外に、
健康体操、男のレシピ教室や認知症に関
する事業など幅広い事業を行っていきま
す。また、今年の総合防災訓練は、実践的
な活動を取り入れ若い世代(中学生)にも
役割を担当してもらい、翼小学校区全体
の防災意識向上に努めていきます。

稗田川の魅力を
さらにグレードアップ！

黄色の彼岸花の植栽
（中学橋～稗田橋）

高取地区ガイドブック

「とりしろう」の充実

防災体制の構築
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交流を深め、
犯罪の少ないまちに

男のレシピ教室3
総合防災
訓練2

▲役員などの皆さん

▲高浜ふれあいプラザ１階は
子どもたちや地域の人の居場
所に！（茶の間事業）

高浜まちづくり協議会
□新理事長　菱田倉三郎さん
今年度より理事長になり、身の引
き締まる想いです。高浜小学校
区が、「豊かな絆を結び合い、愛
着と誇りが持てる」地域になるよ
う、楽しみながら地域の方と力を
合わせて頑張っていきたいと思
います。

今年こそは、
夏まつりがやりたい！

総合防災訓練

【高浜】

3

心字池紅葉
　ライトアップ
　　　　　（大山緑地）

2
夏まつり1

どもからお年寄りまで

力を合わせて「住んでよ

けたい！」の実現に向けて活

会」。今年４月に施行された

づく認定を受け、「知恵や力を

しながら、地域のみんなのため

的な団体としての新たな一歩

域のこれからのまちづくりの一

方に聞きました！まちづくり協

　料は、市公式ホームペー

毎月１日号では、地域活動

ます。ぜひ皆さんも身

動に参加してみま

問合せ先　□市総合政策グループ
　　　　　☎52－1111（内線365）

　3大地域活動」を教えてください！
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子どもの健全育成事業
　　　　　（非行防止活動）

公園管理事業
（高齢者、子どもが憩える花いっぱいの公園）

介護予防事業
（市民と行政一体の見守り隊強化、住んでよかったといわれるまちづくり）
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▲役員などの皆さん ▲男のレシピ教室

▲役員などの皆さん

▲公園清掃

▲役員などの皆さん

▲子ども菊人形

吉浜まちづくり協議会
□新会長　古橋亘さん
この度、会長に任命されました。
これまでの経験を生かし、地域の
ために全力を尽くしていきます。
今年度は、吉浜まちづくり協議会
設立１０周年を迎えます。この節
目に、今までの活動を振り返ると
ともに、吉浜の伝統・文化などの
特徴を生かし、地域の「絆」づくり
に努めていきます。

ＮＰＯ法人
高浜南部まちづくり協議会
理事長  神谷法穂さん
昨年度に、10周年記念事業を無
事終えることができ、新たな１０
年に向けて、弾みをつけることが
できました。幅広く地域のために
事業を行い、港小学校区の皆さ
んとともに「自分たちのまちは自
分たちでつくる」を継続していき
たいと思います。

子どもが学べる
お年寄りが生きがいを
持てるまちに

認知症対策事業
（ちょいボケ一座）

子ども菊人形

避難所開設訓練

【吉浜】
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【翼】

防犯・防災運動会1

10年経ち、
　　新たな気持ちで

【高浜南部】 小学校区を単位に、子

さまざまな市民や団体が

かった！」「いつまでも住み続

動している「まちづくり協議

「まちづくり協議会条例」に基

みんなで持ち寄り、想いを共有

に取り組む」をモットーに、公共

を踏み出しました。そこで、地

翼を担う意気込みを、代表の

議会の成り立ちや総会資

ジで公開しています。また、

についてお知らせして

近なところから活

せんか？

まちづくり協議会「今年度のおすすめ　
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