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平成 29 年 8 月 1 日発行

「活力ある住みやすい」まちづくり

有緝まちづくり協議会

有緝まちづく
り

会　報　誌

第4号

定期総会で挨拶される藤本副市長

ふるさと未来づくりを語る市民交流課の木村主幹

平成 29 年度 有緝まちづくり協議会 定期総会全景

有緝まちづくり計画に基づく
平成 29年度の事業計画等を承認

　平成 29 年５月 11 日、有緝まちづくり協議
会の平成 29 年度定期総会を開催しました。
　総会議事に先立ち、来賓としてご臨席いただ
きました伊勢市の藤本 亨副市長から、「まちづ
くり」に対する熱い思いを込めたご挨拶をいた
だきました。
　総会では、平成 28 年度事業報告・平成 28
年度収支決算報告、並びに、平成 29 年度事業
計画・平成 29 年度収支予算が提案され、全会
一致で承認されました。また、平成 29 年度役
員 21 名の選出も行われました。
　定期総会終了後、平成 29 年度代議員により、
有緝まちづくり計画に基づく、基本目標である

「安心して暮らせるまち」「楽しく元気なまち」
「美しく住みやすいまち」の３つの専門委員会
の初会議を行い、各委員会の正副委員長等の選
出と、今後の委員会運営を協議しました。
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有緝まちづくり協議会
役　　員　　会

役職名 氏　　　　名 所　属　団　体 備考
会 長 若　井　　　勝 河崎町連合会 会長 再任

副 会 長
大　西　正　孝 船江連合会 会長 再任
大　西　教　幸 神久連合町内会 会長 新任
山　下　智　史 有緝わくわくクラブ 会長 再任

理 事

水　口　捷　二 河崎自主防災隊 隊長補佐 再任
加　藤　昌　生 船江自主防災隊 隊長 再任

竹　谷　　　実 神久連合町内会
自主防災隊 隊長 再任

小久保　　　篤 消防団有緝分団 分団長 再任
井　上　博　可 船江老人クラブ 会計 新任
新　谷　あ　や 有緝第一婦人会 会長 再任

橋　本　政　通 地区民生委員
児童委員協議会 顧問 再任

大　西　素　行 交通安全協会
有緝支部 支部員 再任

勢　力　よしみ 有緝小学校 校長 新任
西　城　宏　樹 有緝小学校ＰＴＡ 会長 新任
岩　﨑　眞　市 有緝幼稚園 園長 再任
雛　倉　宇　一 船江保育園 園長 再任
坂　口　裕　一 船江神習組青年団 団長 再任
上　埜　泰　正 河有会 代表 再任

監 事
藤　田　恵　子 有緝わくわくクラブ 会計 新任
下　倉　輝　夫 河崎自主防災隊 隊員 再任

事務局長 五十嵐　利　明 河崎町連合会 自治会推薦 再任

会 長　若 井 　 勝
あ い さ つ

　平成 29 年５月 11 日に開催された、有緝
まちづくり協議会定期総会で会長に選任され
ました河崎町連合会の若井 勝でございます。
　有緝まちづくり協議会では、平成 28 年度
定期総会で「有緝まちづくり計画」が承認さ
れて、以来、このまちづくり計画に基づいて、
活動を行ってまいりました。
　平成 29 年度は、これまでの活動をより一
層活発にして、有緝地区の関係団体から選出
された代議員の方々と、住民のみなさんが「活
力ある住みやすいまち」であることが実感で
きる「有緝地区のまちづくり」を推進してい
くこととしています。
　「自分たちのまちは自分たちでつくる」と
いう考えのもと、みなさんの知恵と連携で、
まちづくり活動を力強く前進させていきたい
と考えています。
　有緝地区のまちをよりよくしていくため
に、みなさんのご参加ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

有緝まちづくり協議会　役員のみなさん

有緝まちづくり協議会
平成 29 年度 役員体制

基 本 理 念

活力ある住みやすいまちづくり
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役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体

委 員 長 竹　谷　　　実 神久連合町内会自主防災隊
副委員長 大　山　和　宏 地区民生委員児童委員協議会
書　　記 大　野　正　也 消防団有緝分団

委　　 員

松　本　眞　一 河崎町連合会
長　岡　豊　次 船江連合会
大　西　教　幸 神久連合町内会
内　田　久　典 神田町内会
花　井　政　彦 船江老人クラブ
水　口　捷　二 河崎自主防災隊
中　西　利　生 河崎自主防災隊
下　倉　輝　夫 河崎自主防災隊
加　藤　昌　生 船江自主防災隊
加　藤　　　保 船江自主防災隊
川　村　忠　司 神久防犯パトロール隊
小久保　　　篤 消防団有緝分団
山　本　記久博 消防団浜郷分団
勢　力　よしみ 有緝小学校
西　城　宏　樹 有緝小学校 PTA
雛　倉　宇　一 船江保育園

市 役 所 小　森　憲　一 伊勢市選挙管理委員会

安心して暮らせるまちづくり委員会
平成 29 年度　委員名簿

　『災害は忘れたころにやってくる』　これは
昔よりよく言われている格言ですが、他県で
は忘れる前に再び災害に遭われる方々もおら
れます。
　『安心して暮らせるまちづくり委員会』で
は、暮らしの安全・安心・防災・防犯に関す
る活動を行い、もしもの時に備えて、災害・
事故の被害を少しでも小さく乗り越えられる
よう日頃より勉強を続け、住民のみなさんが

「安心して暮らせるまちづくり」を目指して
います。
　有緝地区の住民のみなさんのご理解ご協力
をお願いいたします。

暮らしの安全・安心・防災・防犯に関する活動

安心して暮らせるまちづくり委員会 平成 29 年度重点目標
防災・防犯組織の強化促進
学校ボランティアの活動強化
防火夜間パトロールの実施
関係機関の活動への参加

安心して暮らせるまちづくり委員会のみなさん

委員会活動について熱心に協議する委員 平成 28 年 9 月 8 日開催の防災リーダー研修

 委員長　竹谷 実
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　『楽しく元気なまち』『活
力ある住みやすいまち』を
つくりたい。有緝地区住民
のみなさんの願いです。
　私たちが活動している

「楽しく元気なまちづくり
委員会」の今年の重点活動は、①挨拶運動
②第２回まち協健康フェアです。
　「あいさつ」は人づくり、まちづくりの原点
ではないでしょうか。会話のないところに楽
しさはない、日常が楽しくなければ健全な心
身が育まれない。
　私たちの委員会では、住人のみなさんに「ま
ちづくり協議会は、こんな事をしてるんや」
と云うことを知っていただき、一人でも多く
の方が活動に参加できて、いつまでも健康で
あってほしい。そして、お互いの顔が見える、
声を掛け合える地域づくり、今聞くこともな
い言葉になっている向こう三軒両隣の地域づ
くりの機会となる活動の展開をしていきます。
　今後ともご理解ご協力をお願いいたします。

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体

委 員 長 橋　本　政　通 地区民生委員児童委員協議会
副委員長 山　下　智　史 有緝わくわくクラブ
書　　記 上　埜　泰　正 河有会

委　　 員

大　西　正　孝 船江連合会
田　垣　牧　男 神田町内会
西　　　義　孝 河崎老人クラブ連合会 百寿会
大　西　　　隆 神久寿会
新　谷　あ　や 有緝第一婦人会
小　川　朱　里 神久連合町内会
古　谷　碩　冶 地区民生委員児童委員協議会
坂　口　裕　一 船江神習組青年団
藤　田　恵　子 有緝わくわくクラブ
山　端　正　人 有緝スポーツ少年団
古　布　　　力 船江自主防災隊
岩　﨑　眞　市 有緝幼稚園
菊　本　ゆかり 有緝幼稚園こばと会
藤　原　良　幸 船江保育園保護者会

市 役 所 濱　口　昌　大 教育委員会教育総務課

伊勢市社会
福祉協議会 阿　竹　秀　之 伊勢市中部地域

　包括支援センター

楽しく元気なまちづくり委員会
平成 29 年度　委員名簿

健康づくり、福祉の増進に関する活動

楽しく元気なまちづくり委員会 平成 29 年度重点目標
挨拶運動の展開

まち協健康フェアの実施

楽しく元気なまちづくり委員会のみなさん

委員会活動について熱心に協議する委員 平成 28 年 10 月 10 日開催の第１回まち協健康フェア

委員長　橋本 政通



5

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体

委 員 長 大　西　素　行 交通安全協会有緝支部

副委員長
礒　　　俊　生 河崎町連合会
辻　本　研　一 船江連合会

書　　記 今　橋　幸　子 旭通シニアクラブ

委　　 員

若　井　　　勝 河崎町連合会
井　上　博　可 船江老人クラブ
境　　　美佐代 有緝第一婦人会
米　田　朝　子 有緝第二婦人会
中　西　あい子 地区民生委員児童委員協議会
濱　口　成　子 地区民生委員児童委員協議会
水　谷　典　子 地区民生委員児童委員協議会
奥　山　朋　子 地区民生委員児童委員協議会
高　橋　　　徹 NPO 法人伊勢河崎まちづくり衆
中　村　康　昭 船江神習組青年団
岡　村　　　昭 有緝小学校
川　合　一　禎 有緝小学校 PTA
竹　内　由美子 有緝小学校 PTA
竹　内　正　一 神久農家組合

市 役 所 濱　口　　　新 伊勢市上水道課

美しく住みやすいまちづくり委員会
平成 29 年度 委員名簿　『美しく住みやすいまち

づくり委員会』では、生活
がしやすい快適な環境が備
わったまちづくりをめざす
有緝学区町民の願いを受け
て活動をスタートしました。

　ポイ捨てゴミのないまちづくりは、美しい
まちづくりの基であるだけでなく、家に持ち
帰り、分別による資源保護や、河川や海の汚
染を防ぐ環境保護にも繋がります。
　町内美化活動を契機とする校区住民の心の
交流こそ住みよいまちづくりの源にもなりそ
うです。
　今年も『ごみゼロウォーク』を、11 月に船
江地区で実施しますので、多数のご参加をお
願いします。
　また、子供達の笑顔のあるまちづくりをめ
ざす行事として、子供達と『校区のいいとこ
探しウォッチング』を河崎地区で行います。

快適な生活環境及び景観の保全に関する活動

美しく住みやすいまちづくり委員会 平成 29 年度重点目標
ごみゼロウォークの実施

子供たちとの町内ウォークの実施

美しく住みやすいまちづくり委員会のみなさん

委員会活動について熱心に協議する委員 平成 29 年 2 月 11 日に開催された第 1 回ごみゼロウォーク

委員長　大西 素行
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有緝まちづくり協議会 組織図

有緝まちづくり協議会　構成図

自治会 女性関係
団体 民生委員

・
児童委員

スポーツ
・

文化団体有緝まちづくり協議会

小学校
・

小学校PTA
その他
関係団体等保育園

・
保護者

幼稚園
・
保護者

消防団

防災
・

防犯団体

老人会

総　会
最高議決機関

（代議員制）

安心して暮らせる
まちづくり委員会

楽しく元気な
まちづくり委員会

美しく住みやすい
まちづくり委員会

事務局

役員会
会　長・副会長
理　事・監　事

事務局長

有緝まちづくり協議会 事務局
〒 516-0008
伊勢市船江１丁目５番４４号　船江会館内
TEL 0596－65－6630　FAX 0596－65－6631
HP　http://yuusyu-machi.jp/
E-mail　yuusyu-machi@tea.ocn.ne.jp

開 局 日：火・木・金
開局時間：9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00


