壬生野地域まちづくり協議会では 、

平成十八年度のまちづくり委員を募

集しています。

これから地域が活 性化していくた

めには、それぞれの地域の個性を活か

した特色ある地域づくりをしていか

なければなりません。まちづくり協議

“ときめきサロン”情報

会では、壬生野地域の活性化を目指し

て、地域のニーズに合わせた事業を実

施してきました。平成十八年度もます

ます活発に活動を進めていきたいと

思っています。

みなさんの地域に対する思いや、こ

れまでの経験を壬生野地域の『まちづ

くり』に活かしてみませんか？

たくさんのご応募をお待ちしてい

※ な お 、 応 募方 法 等 詳 細に つ い て

は、別途配布しております「 壬生

野地域まちづくり協議会委員の

募集について」をご覧ください 。

ます。

平成十八年度
まちづくり委員“公募枠”募集！！

～Vol.1～

壬生の里 2 階の『まちづくり協議会事務所』にて、毎週土曜日の午前中に“ときめき
サロン”をオープンしています。
「図書コーナー」と「喫茶コーナー」を併設し、地域の
みなさんをお待ちしています。どうぞお気軽にお越しください！
「図書コーナー」では寄贈図書を中心とした児童図書や小説、新刊雑誌等を用意して
います。もちろん 3 週間以内の貸し出しも行います（雑誌等の貸し出しはご遠慮いただ
いています）
。
「喫茶コーナー」では、コーヒー・紅茶を無料でお楽しみいただけます。

翼の折れた天使たち

【漫画文庫】

ONE PIECE

※この他にもたくさんの本をご用意しています。

図書の貸し出しには図書
カードが必要です。
ときめきサロンにてお作
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りしていますので、お気軽
に窓口実行委員までお申し
出ください。

電話４５―５５５０

と
ド
ード
カー
書カ
図書
庫図
文庫
き文
めき
とき
きめ

お問い合わせ先

《貸し出し図書》
【新刊文庫】

バラの見頃にたくさん観にきて下さりうれしかったです。
春には梅、桃、桜も訪れてくれた人達と楽しみたいです。

☆新図書ご案内☆
・まっぷるマガジン
東京、大阪、名古屋、札幌、三重、奈良・大和路、京都、神戸、四国
湯布院・黒川・別府、沖縄、温泉宿（東海・北陸・信州・飛騨・関西）
・週間日本の 100 人
織田信長、坂本竜馬、徳川家康、東条英機
・雑誌
レタスクラブ（新・和食の基本、新・中華の基本、新・洋食の基本）
オレンジページ、MORE、サライ
・別冊 NHK 趣味の園芸
・ミニ盆栽と苔玉、自分流で楽しむ手づくりガーデン
・かわいいおりがみ全書
・伊賀の食彩帖
・鉄道誌 日本列島鉄道の旅

人権・
太鼓ロードを体感しよう
去 る 二月 四日 に柘 植地 域ま ちづ くり 協議 会主 催の 人権 視察 研
修が行われ、壬生野地域まちづくり協議会からも十名が参加しま

」というテ

した。ここでは、参加者を代表して澤村眞子さんより感想をいた
だきました。
今回の研修は 「人権・ 太鼓ロード を体感し よう
ーマで行われ、大阪人権博物館「リバティおおさか」と浪速人権
文化センターの見学、中尾健次さんのお話、
「人権・太鼓ロード」
のフィールドワークがあり、充実した研修になりました。
「リバティおおさか」では、「私が向き合う日本社会の差別と
人権」という統一テーマで展示がされており、人権は当たり前の
ものではなく、歴史的に勝ち取られたものであることを知ること
ができるように、また、当たり前だと思われている規範や価値観
が差別とつながっていないかを考えられるように、そして、被差
別者がつくり上げてきた産業や運動、文化について学べるように
展示がなされていました。様々な立場で差別問題に関わった人の
語りをビデオで見るコーナーもあり、自分の身近にたくさんある
人権問題に気づくことができたと思います。
次に「渡辺村の歴史と人権・太鼓ロード」と題して中尾健次さ
んにお話を聞き、「浪速人権文化センター」の見学をした後、そ
の町を歩きました。大変寒い日ではありましたが、説明をしてく
ださるセンターの方の熱い思いが伝わって、参加者全員熱心に話

掲 示 板
【交通網利用状況調査につ
いて】
一月中旬よ りみなさ まに
お願いしておりました交通
網利用状況調査の回収が完
了しました。
ご協力をい ただきあ りが
とうございました。
ご回答いた だきまし た調
査票は、今後集計を行い、協
議会の施策に活用していき

町として三百年を超える歴史のあるところです。町の中にある案
内板やベンチなどに太鼓のデザインを取り入れ、革靴産業の歴史

平成十八年三月十二日（日 ）

【サクラの植樹を行います 】

ます。

や太鼓 に関 わる モニ ュメ ント を各 所に 設置 して あり まし た。 ま
た、公園のベンチや水飲み場が車椅子でも利用しやすい形にして

に、地域内にてサクラの植樹
を行います。植樹場所につい

を聴きながらのフィールドワークができたと思います。
浪速町（旧渡辺村）は全国有数の皮靴の集散地・太鼓づくりの
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五百田正一

た。話題の議員定数、政務調
査費、総合計画、身近な問題
等が熱く語り合われました 。

に、初の伊賀市議会に関する
住民懇談会が開催されまし

平成十八年二月七日（火 ）

懇談会が開催されました 】

【伊賀市議会に関する住民

毎週土曜日(8:30～12:00)、下記の
予定で、壬生の里２階のまちづくり協
議会事務所に担当者を置いています。
日頃の相談事、まちづくりに対する
ご意見・ご要望等、なんでも結構です。
図書コーナーや喫茶コーナーも開設し
ています。
是非一度、まちづくり協議会事務所
までお越しください。

あり、自分達の町への誇りと共にみんなに優しいまちづくりをし
ていることを強く感じました。
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渾な計画に結 び付けて 頂 き

見直しを行い 、新年度 の 雄

もに実行した 事業の検 討 、

門委員会、各 実行委員 会 と

わりますが、 事務局、 各専

平 成十七年 度も今月 で 終

す。

にご活用いた だくと幸 いで

ーを設けまし たので、 大 い

ナーに加えて 、喫茶 コ ーナ

報を載せまし た。図書 コー

て、
「ときめきサロン」の情

んでいただく ことを念 願 し

より親しんで 頂き、足 を 運

また、地域 のみなさ んに

います。

さんのご応募 をお待 ち して

て掲載いたし ました。 たく

ちづくり委員 の募集 に つい

て、巻頭は平 成十八年 度 ま

軸を切り開く ことを期 待 し

が新しい意欲 をもって 新機

人 事の季節 、新しい 人 材

編 集 後 記
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たいものです。
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E- mail tokimeki@ict.ne.jp
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金谷宗清
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窓口運営実行委員会だより
ては、希望ヶ丘区内と春日丘
区内を予定しています。

山本利忠
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！！

四月二日にはこの浪速町の太鼓集団「怒」がふるさと会館にや
ってきますので、力強い演奏を楽しみにしたいと思います。

立山忠雄

伊賀市川東１６５９－５

壬生の里２階

澤村眞子

壬生野地域まちづくり協議会事務局

担当者
日
月

宮田美智子

【編集】 山本和生

● ご意見・お問い合わせ等はまちづくり協議会事務局まで

！！

