掲示板

その３

毎夏、恒例となっている夏を締めくくる行事『杜の集い』
鎮守の杜で、ふる里を満喫しませんか！
輪(和)になって踊るのもよし、昔の友と語り合うのもよし、皆とワイワイガヤガヤ
楽しみ方は貴方次第・・・・・
◇日
時
平成 18 年 8 月 26 日(土) 午後 7 時～午後 9 時 30 分
◇場
所
春日神社境内
◇主な内容
江州音頭・赤松太鼓・カキ氷
金魚すくい・ポップコーンなど
主催

春日神社氏子青年会・春日神社敬神婦人会

お問合せ先

：

春日神社

℡４５－４３９８
※写真は平成１７年の杜の集い

イムギョンとキウオン。日韓交流のホームステイをしている娘２人。村の若人達の受け入
れはバーベキュー、お母さん達は七夕茶会で。職場体験は養牛部の子牛舎など。伊賀の観
光も含めて、この村の暮らしを存分に味わってもらいたくて、何がやれるか、何を用意してい
こうかと、日々、皆と考え準備していくのが楽しいです。私たちも受入れを通して心を寄せ、
この交流を韓国の子と共に味わっていきたいです。
上門瑞季（２３歳）
※２人の感想文をホームページでご覧下さい
http://www.yamagishi.or.jp/

壬生野地域のまちづくり計画が策定されてから、間もなく２年を迎えることに
なります。その間、まちづくり協議会では事業計画をみなさまにお示しし、計画
に基づいたまちづくり事業を展開してきました。
今回、まちづくり協議会では、壬生野地域に於いて生活を営む全てのみなさま
が“地域のまちづくり”にご参画いただく機会として、地域まちづくり計画の概
要と事業状況について公聴会を開催します。多数のみなさまのご来場を心よりお
待ち申しております。

【村のことでのお問い合わせは ＴＥＬ４５－５５５０（村人窓口）へお気軽にどうぞ】

◎日

時

平成 18 年 8 月 30 日(水)

編集後記

◎場
◎内

所
容

壬生野小学校体育館
・まちづくり講演会
・ときめきプラン(壬生野地域まちづくり計画)の概要説明
・まちづくり協議会の事業取組み状況
など

壬生野の郷にも“なが～い”夏休みがやってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょ
うか♪ 梅雨の長雨を取り戻す楽しい夏にしたいものですね♪
さて、まちづくり協議会では 8 月の行事として、既にご案内の“滝川まつり”と“まちづくり
公聴会”の開催を計画しています。地域のニーズを踏まえて特色ある“まちづくり”を進めるた
めたくさんのみなさまのご参加をお願いします。
（委員長）
編集委員

居附秀樹 宮田美智子 増田裕充 塚本正子 渡部税子 中林豊 新村由美子
三根久美子 高橋大輔 梅田佳生

◇◇◇ご意見・お問い合わせは下記までお寄せ下さい◇◇◇
発 行
事務局

壬生野地域まちづくり協議会 広報公聴実行委員会
三重県伊賀市川東 1659-5
壬生野福祉ふれあいセンター内
Tel･Fax 0595(45)6270
E-mail tokimeki@ict.ne.jp
URL http://www.mibuno.net

◎入場無料

受
付：午後 7 時～
開
始：午後 7 時 30 分
終了予定：午後 9 時 30 分

お問い合わせ先 ： まちづくり協議会運営委員会・広報公聴実行委員会

◇いがまち人権・同和教育研究大会
日時
場所

８月１８日（金）１９：３０～
ふるさと会館大ホール
・全体会
・記念公演会 一人芝居「学校」
日時 ８月１９日（土）９：００～
場所 第一会場 西柘植公民館ホール
・学校、地域、家庭からの報告
第二会場 霊峰中学校各教室
・同和問題地区別懇談会（分散会）

福永宅司さん

◇いがまち人権センター解放講座
・第２回解放講座
日時 ９月１５日（金） １９：３０～
場所 いがまち人権センターまえがわ隣保館ホール
・演題：被差別部落の内と外 ～同和地区における子育て～
講師：神原文子さん（神戸学院大学人文学部教員）
・第３回解放講座
日時１２月１１日（月）１９：３０～
場所 いがまち人権センターまえがわ隣保館ホール
・演題：部落差別と女性差別 ～私の取り組みから～
講師：山崎鈴子さん（部落解放同盟愛知県連合会書記次長）
☆是非、たくさんの方々のご参加をお願いします。
※写真は第１回解放講座から
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悪質商法の被害者にならないよう消費生活に必要な基礎知識を身につけましょう！
商品やサービスの契約に関するトラブルの未然防止を図るため、下記のとおり消費生
活講演会を開催します。
日時
８月２３日（水）午後７時３０分～
場所
西柘植公民館ホール
講演内容
演題 「悪質商法への対応について」～あなたは狙われている～
※参加には事前申込みが必要です。ご希望の方は 8 月 8 日(木)迄にまちづくり協議会役員までお知らせ下さい。
多数のご参加をお待ちしています。
主催
伊賀支所生活環境課・自治会連合会伊賀支部

当委員会は、壬生野地域まちづくり計画に基づき、各専門委員会で立案された事
業を、各種団体と連携して、より有効的に周知・開催することを目的として、本年
度から本格的に事業の企画運営を行っています。
今夏に開催を予定している“滝川まつり”をはじめとして、様々なイベントを通
じ、地域の交流と活性化に努めていきたいと考えています。
〔委員長〕 中森
〔委

徳之

員〕 中森 晴彦
居附 健至
五百田道夫
北村奈緒美
居附 正勝
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〔副委員長〕 草山
奥井 正昭
居附 六朗
塩 田 求
南出 真樹
山 下 豊

靖雄

細 野 仁
松生 一夫
西 良 三
奥井 良祐
三根 明美

〔書
山舗
藤森
金谷
北出

記〕 梅田
政夫
光儀
正一
佳子

佳生

澤 哲 司
五百田昭徳
金谷 宗清
福西 高英

その２

祭りだ、祭りだ！ワッショイ･･･希望ヶ丘の夏祭り
7 月 16 日 17 時 30 分。「ドッドーン」という太鼓の響き。都美恵太鼓だ。これを
合図に希望ヶ丘の夏祭りが始りました。今年で 22 回目。住民の方がどれくらい集まっ
たのか、大変な賑わい。１～５組ある各組の出店（メニュー「焼き鳥」
「綿菓子」
「フラ
ンクフルト」
「チヂミ」
「おにぎり」
「フライドポテト」
「ポップコーン」
「枝豆」
「カキ氷」
「から揚げ」など）、これに個人出店の店（メニュー「焼そば」
「あんかけ」
「たこ焼き」
「ごまだんご」「コロッケ」など）が加わりあたり一面いい匂い。さらに子供会、老人
会や各団体の出店もありバザーも開かれました。
都美恵太鼓に続いて、舞台ではストリートダンスチーム『忍風』『soul flower with
body blow』のダンスがあり大いに盛りあがりました。
希望ヶ丘はバブル期に家がニョキニョキと建って増え、今では約 450 世帯あります。
それ以前は家がまばらで大変少なかったそうです。それでも当時から夏祭りは盛んだっ
たと聞きます。それが現在まで引き継がれています。
この夏祭りは役員（区長、区長代理、会計、組長、
副組長、班長の総勢 45 人･･･区長以外毎年順番制で
交代）を中心に 2 ヶ月前から準備をします。さらに
各団体や個人の方が加わり祭りの案を練っていきま
す。多くの方がこの夏祭りに係わる事でお互いに顔
見知りになり、また自治会活動の理解も広がって行
きます。夏祭りは大阪、奈良や地元などから希望ヶ
丘に来られた住民の方々にとって、住民同士を結び
つける大きな『絆』となっています。
（区長）

