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「ヤマギシだより」
今年の桜の季節にはたくさんの方々が観に訪れていただ
きました。その桜も今は新緑が萌え、今度は春の陽気に誘
われてバラの花が咲きはじめました。見頃は６月の中旬ま
でです。事務所前のバラ園にどうぞ
観にいらして下さい。
尚、路上の駐車は危険ですから
駐車場へ駐車をお願いします。

平成 21 年度定期総会を開催、事業計画・予算及び新役員体制決まる。

お問い合せは ４５−５５５０まで。

平成 21 年度の定期総会が 4 月 25 日(土)、午後 7 時 30 分から壬生野地区市民センターにおいて出席者
53 名(委任状 31 名)の中で開催されました。来賓として初代会長の北村武久氏、地元市議会議員の北出忠
良氏、伊賀支所長の森下泰成氏ら 3 名のご臨席のもと、それぞれ来賓の方々から祝辞をいただいたあと、
議長に平地章昌氏が選出され議事に移りました。

ついに日本に感染者

新型インフルエンザ

伊賀保健所 TEL：24-8045

メ

キシコで発生した新型のインフルエンザが、とうとう日本にも入ってきたようです。

式次第により 20 年度事業報告、20 年度決算報告に続き会計監査を館忠蔵氏より報告され、引き続き、
21 年度新役員について草山副会長より経過報告のあと、いずれも賛成多数で承認されました。
そして旧役員退任の挨拶を山本和生氏より、また、新役員就任を代表して山岡耕道氏よりご挨拶をい
ただきました。そのあと、新役員体制での規約の一部改正(案)、役員報酬規約(案)、21 年度事業計画(案)、

これまでのインフルエンザも同様ですが、感染を受けないよう外出時には注意しましょう。

インフルエンザに感染した人の咳、くしゃみから放出されるウイルスを吸い込むことによって感染し
ます。人混みの多い場所に出かける時は、マスクをしましょう。また、帰宅した時は、手洗い、うが
いを忘れずに行いましょう。日常生活では十分休養をとり、体

同予算(案)のそれぞれ４議案が提案されましたが、いづれも賛成多数で承認され、閉会の辞で終えました。

力を弱めず抵抗力を高
めておくことが大切で

新役員一同は全力投球いたしますので、
地域皆様方のご支援ご協力をお願い申
し上げます。

すね。今は何もなくても潜伏していた新型ウイルスが今年の
冬季に猛威をふるうことが考えられます。油断しないで下さい。
対インフルエンザに限らず災害時を含め、いざという時のために、次のような生活必需品を備えてお
くことがよいでしょう。
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◇アルコール消毒液 ◇不織布製マスク ◇ゴム手袋

◇ハンドソープ

◇リバテープ・ガーゼ・コットン ◇ティシュペーパー
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山岡 耕道（山畑区）

◇シャンプー・リンス ◇生理用品

副会長

草山 靖雄（西之澤区）

樋口

正弥（希望ヶ丘区）

会
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北村 節子（山畑区）

幹

事

米野 滋基（山畑区）

五百田昭徳（川東区）

平地 章昌（川西区）

西尾 周一（西之澤区）

奥田 潔 （希望ヶ丘区）

川端

俊昭（川西青葉台区）

宮田 清孝（春日丘区）

奥野

充樹（山岸会）

◇ミネラルウォーター

◇飲料類

◇育児用粉乳

◇ごみ袋 ◇懐中電灯

◇乾電池

◇缶詰・レトルト食品

◇調味料

◇菓子類 ◇米・乾麺類 ◇ロープ類 ◇粘着テープなど････

編

事務局長 奥井 周璽（川東区）

集 後

記

平成 21 年度最初となる第 47 号から、ご要望を戴きました当誌の見開

運営委員（上記と下記の方々）
三根 秀男（川東区）

福永

金芳（川西区）

き方向を「右閉じ」形式とするとともに、題字ロゴを一新しました。

塚脇 直樹（川西区）

藤堂

敏朗（西之澤区）

地域に最も身近な情報誌として親しまれる紙面づくりに今後も心掛け

逢坂 洋充（希望ヶ丘区）

辻村

博和（希望ヶ丘区）

て参りますので宜しくお願いいたします。

川井 吉幸（希望ヶ丘区）

永岩

一男（川西青葉台区）

山鋪 政夫（春日丘区）

岡本

常夫（山岸会）
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◇◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せ下さい。 ◇◇◇◇
壬生野地域まちづくり協議会広聴広報委員会
4

◇常備薬

◇トイレットペーパー ◇保湿ティッシュ

◇カセットコンロ・ボンベ
◇即席めん

◇氷枕 ◇洗剤

TEL：４５−８９００

教育文化／宮田

清孝（春日丘区）
産業交流／平地

章昌（川西区）
広聴広報／奥井

周璽（川東区）

8 月 25 日

（火）

第3回

10 月 27 日

（火）

第4回

1 月 19 日

（火）

第5回

3月5日

（金）

おうちの人とぜひきてください！

※何かお聞きになりたいことがあれば、

地域イベント／
人権研修／ (未定)

地域防災／ (未定)
【電話 45-3179】

※：(未定)の委員長については、次号にて紹介いたします。

※都合により日が変わることもあり得ます
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(未定)
地域防犯／ (未定)
保育園までお電話下さい。

会長就任にあたって

滝男（川西区）

耕道

生活環境／金谷

つの提言をいたします︒お役にたてれ

からご了承おき下さい。

窓口運営／ (未定)

清重（川西区）

実行委員
会委員長

健康福祉／福西

山岡

離任にあたって︑次の

大好きなおはなしや絵本を聞いたり見たり、保育園のお友

会長退任にあたって

当園では、年に 5 回 ブックドクターしんちゃんに来てい
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保育園に遊びにきませんか？

和生

青田を渡る風もすがすがしく︑野も山にも緑が深まっ
てまいりました昨今︒皆様方には︑ますますご健勝でご
活躍のこととお慶び申し上げます︒
さて︑私こと
このたび︑壬生野地域まちづくり協議会の総会におき
まして︑山本会長の辞意の表明を受け︑草山選考委員長
より図らずも会長にとの指名をいただき︑満場の推挙を
受けました︒わが身も顧みず︑この名誉ある会長の要職
を受けさせていただくことになり︑まことに身に余る光
栄と感謝を申し上げます︒とともに責任の重大さを痛感いたしております︒
もとより浅学非才の私でございます︒役員の皆様方をはじめ地域の皆様方の温かいご支援
をいただき職務にまい進する所存であります︒
ご承知のとおり︑住民自治協議会は︑伊賀市自治基本条例の第 章で住民自治の仕組みと
して謳われ︑行政に対して︑諮問権・提案権・同意権等が与えられた団体でございます︒皆
様方には︑あらゆる機会を通じ参加をしていただき︑
“特色ある地域づくり”のためご尽力賜
りますようお願い申し上げます︒
なお︑当協議会におきまして︑ 年度の事業計画等承認いただきました︒特に壬生野地域
は︑すでに先進的な取り組みがなされていると聞いております︒各委員さんのご協力いただ
き地域発展のため︑渾身の力を振り絞り努力してまいりたいと思います︒事業内容や予算の
詳細につきましては︑総会資料を精査いただき︑ご指導の上事業遂行にご協力を賜りますよ
うお願いいたします︒
結びに︑山本前会長様をはじめ役員の皆様に今までのご苦労に感謝申し上げますと共に︑
地域の皆様方のご健勝︑ご多幸をお祈りいたしましてご挨拶といたします︒
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ば幸いです︒
まず第 には︑着眼大局︑着手小局︑
第 に︑最大限の能力開発と適材適所の配置︑
第 に︑緊密な連絡と情報の取捨選択であります︒
こと細かに申し上げる必要はないと思いますので︑人材の発掘と
活用に精力的な行動を期待しております︒
終りに︑協議会の更なる発展と壬生野地域の皆様方のご健勝とご
多幸を念じつつ︑会長職退任の御挨拶といたします︒長い間︑お
世話になりありがとうございました︒心よりお礼申し上げます︒

未就園の小さいこどもさんたち!!

山本
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人権同和／山本 眞司（山畑区）
第2回

3

3

だちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
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毎日報道される新型インフルエンザの感染問題は︑近年とくに
人的国際交流が活発化しており︑より身近な心配事であります︒
また︑
﹁百年に一度﹂といわれる経済金融危機は︑私どもの周辺に
避けることのできない影響をもたらしています︒
このように内外ともに予断を許さない環境の中︑今年も気候的に
は快適な季節が訪れましたが︑皆様方には︑いかがお過ごしでし
ょうか︒
壬生野地域まちづくり協議会の事業の展開︑運営には︑毎日格
別のご支援とご理解を賜りありがとうございます︒
すでにご高承のとおり︑私の体調が万全ではありませんので︑こ
の度会長職の重責を返上することを決意し︑先般 月 日の平成
年度定期総会において辞意を表明し︑ご了承を頂きました︒
顧みますと︑平成 年の壬生野地域まちづくり協議会草創以
4

専門部会
委 員 長
（金）

(時間は同じです。)

6 月 12 日

10 時から 11 時
第1回
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来︑規約の制定とときめきプラン
の策定︑ホ︱ムページの開設︑コ
ミュニティ壬生野の定期発行な
ど︑壬生野地域のまちづくりの理
解にかかわる案件に携わり︑協議
会の発展に少しばかり貢献できた
ものと確信しております︒
今後は︑微力ながらも協議会の
発展に寄与したいと志向しており
ます︒

絵本の会』を開催しています。
ただいて『おはなし

―
壬生野保育園からのお知らせ
―
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