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みんなで力をあわせて、住みやすいまちに

まちづくり協議会や地域の活動で活躍する方に、
まちづくりへの想いや感想を聞きました

まちづくりで活躍する皆さん

「まちづくり協議会」に
ついて知る。

問合せ先　□市 総合政策グループ（内線365・339）

③安藤一夫さん
長年、見守り活動をす
るなかで、地域の子ど
もたちのあいさつの声
がだんだん増え、防犯
活動をとおして地域の
絆づくりができている
ことを実感し、うれしく
思います。

②鳥居貴子さん
わが子だけでなく、周り
の子たちも「地域の子」
と思うようになり、卒業
しても話しかけていま
す。子どもが入口にな
り、まちを「住みやす
い」と感じるようになり
ました。

①水野輝久さん
町内会やまち協に関わ
って、まちのことを深く
知ることができました。
幅広い世代の方との交
流も生まれ、人生が変
わったといってもいい
ぐらいです。

⑪岡本信夫さん
自分たちが準備した桜
のライトアップなどを、
多くの人に楽しんでも
らえているのがうれし
いし、役に立っていると
実感できて面白いです。
友だちの輪も広がりま
した。

⑨藤浦貴子さん
さまざまな事業を通じ
て、多くの方とのふれ
あいを実感。女性パワ
ーを結束し、これからも
楽しく活動していきた
いです。

⑩杉浦　好さん
稗田川など、まちをき
れいにするのは、とて
もすがすがしいです。
できるときに、できるこ
とを。皆さんも、いっし
ょに活動してみません
か。

⑥鈴木順子さん
花壇の手入れをしてい
ると「お花がきれいに
咲いたわね！」と声をか
けられるのがやりがい
になっています。きれ
いな花を咲かせて、も
っと明るいまちにして
いきたいです。

④中山　諭さん
「地域の子は地域で守
る」を合言葉に見守りや
交流会などを続けてき
て、町中に顔見知りがで
きました。子どもたちが
大人になって、懐かしく
思い出すような時間を
提供していきたいです。

⑤前沢一則さん
人とのつながりが増え
ました。これまで以上に
市のことやまちの仕組
みについて知る、よい
機会だったと思います。
自分自身が楽しんで、
携わっていこうと思い
ます。

⑦鈴木みどりさん
新しく出会った方々と、
意義のある活動をいっ
しょにできることを、楽
しくうれしく思っていま
す。新たな発見も、たく
さんありました。

⑧神谷　修さん
「空いた時間に体を動
かす」という気持ちで
活動しています。仲間
とともにしゃべりながら
汗を流すのは、気分が
いいですね。

毎月１日号で、「まちづくり協議会」や
その活動についてテーマごとに紹介し
ています。気になる活動に、ちょっと参
加してみる。そのきっかけになれば・・・
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高浜南部
青空市、新年は10日（日）から
日曜日ごとに開催中の青空市。
新鮮な野菜や、仏花、お弁当など
の販売をしています。散歩がてら
のぞきにきてくださいね！
とき　9：00～11：00
ところ　南部保育園

問合せ先　☎５２―２１２３

吉　浜
吉浜小新1年生と子ども110番宅・
通学路を確認します
２月４日（木）の入学説明会後に
行いますので、入学予定の方は
ぜひ参加してください。1月14
日（木）までに参加申込書の提出
が必要ですので、詳しくは問い合
わせてください。

問合せ先　☎５２―１１０１

翼
年末年始は防犯活動に力を入れて
各団体が力をあわせて、空
き巣の対策など防犯パトロ
ールを頑張っています。皆
さんも、新年も安心してす
ごせるよう、戸締りなど気を
つけましょう。

問合せ先　☎５５―１８２２

高　取
大家族ひえだ川駅伝出場チーム募集中！
とき　2月７日（日）午前８時３０分～
ところ　高取小学校周辺　稗田川

特設コース（４～５区画）
対象　幼稚園、保育園児以上の男女
参加費　無料
申込　１月８日（金）までに申込書を提出

詳しくは、問い合わせてください。
問合せ先　☎５５―３８９４

高　浜
子ども体操教室開催します
３Ｂ体操（ボール＝Ball、ベル＝Bell、ベルター＝
Belterを使った健康体操）の要素を取り入れた体
力あそび・ダンス・ゲームなど、子どもたちの運動
能力を引き出す独自の楽しいプログラムで、身体
を動かします。
とき　２月１１日（木・祝）・１３日（土）

午前１０時～１１時
※各日同内容。両日参加可

ところ　高浜ふれあいプラザ　２階
対象　年中～低学年　先着１５人
参加費　無料
申込　電話・ファクス・メールにて、参加希望日・氏

名・住所・電話番号を連絡
問合せ先　☎８７－９１１２

⑰鳥居俊彦さん
「明るく・元気に・たくま
しく」をモットーとして
まちづくりをしていま
す。湯山町で防犯パト
ロールしている私を見
かけたら声をかけてく
ださい！

⑮神谷和敏さん
訓練の参加者が増え、
地域の絆が強くなって
いくのを感じられるの
がうれしいです。今まで
地域にお世話になって
きたので、自分の経験
をいかし恩返しがした
いです。

⑯肆矢昌光さん
翼小PTA、飛翔の会を
介し、まち協活動をして
います。住み心地がよ
く明るい翼地区にした
いと思います。

⑫蜷川恵梨華さん
まち協さんとの野菜づく
りをとおして、子どもや
保護者の方と地域との
距離が近づいているの
を感じ、うれしく思ってい
ます。

⑭神谷忠雄さん
まちづくりは参加する
ことから始まります。多
くの人がまち協行事に
参加していただき、翼
学区のつながりがさら
に強くなるとうれしい
です。

⑬岡本法義さん
まちづくりをとおして、
多くの人たちと、声を
かけあえる関係性を築
くことができました。こ
れは、私にとってかけが
いのない財産となって
います。

⑳加藤浩永さん
すべては子どもたちの
ためにという想いで、家
庭・学校・地域が３者一
体となってまちづくり
をしています。みんな
で見守ることで安心感
が生まれますね。

⑱萩原ゆりさん
子ども会の総会で聞い
た「地域は活動しなけ
れば存在しない」という
言葉に感動し、参加で
きることはできるかぎ
り参加しています。

⑲神谷章一さん
教員経験をいかして、
まち協で寺子屋ができ
たのはうれしいです。プ
ラザに集まる子どもた
ちが、ゲームではなく
違う遊びができたらな
と思案中です。
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