
1

令和 4 年 8 月 15 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12号

　令和 4 年 5月19
日（木）に、令和４
年度の新役員よる
役員会を、船江会
館２階会議室で開
催しました。
　この役員会では、
コロナ禍の中で、ま

ちづくりの活動について、３つの委
員会が今後の活動方針として、地域
住民の安全・安心を最優先に、でき
ることから慎重に取り組んでいくこ
とを確認しました。

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

副 会 長
辻　本　研　一 船江連合会 会　長
大　西　教　幸 神久連合町内会 会　長
山　下　智　史 有緝わくわくクラブ 会　長

業務執行理事 五十嵐　利　明 河崎町連合会 自治会推薦

理 事

服　部　克　彦 河崎自主防災隊 副隊長
加　藤　　　保 船江自主防災隊 隊　長
竹　谷　　　実 神久連合町内会自主防災隊 隊　長
西　城　宏　樹 消防団有緝分団 分団長
井　上　博　可 船江老人クラブ 会長代行
境　　　美佐代 有緝第一婦人会 会　員
大　山　和　宏 地区民生委員・児童委員協議会 副会長
橋　本　政　通 地区民生委員・児童委員協議会 元顧問
大　西　素　行 神久連合町内会 相談役
宮　村　　　昇 有緝小学校 校　長
大　野　正　也 有緝小学校 PTA 会　長
岩　﨑　眞　市 有緝こども園 園　長
上　地　明　宏 船江保育園 園　長
小　方　雅　之 船江神習組青年団 団　長
上　埜　泰　正 河崎天王祭実行委員会 委　員
古　布　　　力 船江自主防災隊 隊　員
竹　内　正　一 神久農家組合 組合長

監 事 藤　田　恵　子 有緝わくわくクラブ 会　計
礒　　　俊　生 河崎町連合会 会　員

有緝まちづくり協議会　令和４年度 役員体制

令和４年度定期総会　令和４年５月 12 日開催
代議員総数 52 名　出席者総数 49 名（当日出席 42 名　委任状出席７名）

６議案を承認
　有緝まちづくり協議会は、令和４年５月 12 日（木）に令和４年度の定期総会を開催しました。
　総会には、伊勢市から来賓として藤本副市長のご臨席をいただき、貴重な挨拶をいただきました。
　総会議事では、「令和３年度事業報告・収支決算報告」、「令和４年度事業計画・収支予算」、「規約
の一部改正」、「役員の選任」の６議案が提案され、全会一致で承認されました。

有緝まちづくり協議会

　協議会規約第14条第４項（委員長は、理事を兼ねる。）の規定により、委
員会で委員長に選出された代議員２名が役員会の理事となっています。

令和 4 年度定期総会風景

5 月 19 日に、新役員で開催された役員会の風景

会長
若井　勝

来賓として挨拶される伊勢市
副市長の藤本　亨さん
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安心して暮らせるまちづくり委員会

　安心して暮らせるまちづくり委員会で
は、コロナ禍の中、活動がなかなか思うよ
うにできませんが、委員の皆さんとアイデ
アを出しながらやれる範囲での、地域の安
心安全を守るお手伝いをしていきたいと
思っています。
　本年度は地域のハザードマップの作製、
防火週間夜間パトロールを中心に活動して
いく予定です。
　ハザードマップ作成に関しては広く皆様
からの意見を取り入れたものを作れるよう
努力いたします。
　防火週間夜間パトロールは秋と春に実施
させていただいております。
　防火、防犯の面からも重要な活動と思っ
ておりますので、出来る限り実施するよう
に考えております。
　地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお
願いいたします。

委員長
西城宏樹

副委員長
服部克彦

書　記
大野正也

令和４年度の主な活動計画
防火週間夜間パトロール
防災フェスタ
ハザードマップの作製

6 月 9 日に開催した、安心して暮らせるまちづくり
委員会の会議風景

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体

委 員 長 西　城　宏　樹 消防団有緝分団
副委員長 服　部　克　彦 河崎自主防災隊
書　　記 大　野　正　也 有緝小学校 PTA

委　　 員

中　谷　武　司 河崎町連合会
森　本　産　睦 船江連合会
大　西　教　幸 神久連合町内会
大　山　和　宏 地区民生委員児童委員協議会
中　西　利　生 河崎自主防災隊
奥　田　和　良 河崎自主防災隊
加　藤　　　保 船江自主防災隊
川　端　宏　明 船江自主防災隊
竹　谷　　　実 神久連合町内会自主防災隊
川　村　忠　司 神久防犯パトロール隊
中　西　栄　治 消防団有緝分団
冨　内　一　裕 消防団浜郷分団
宮　村　　　昇 有緝小学校
上　地　明　宏 船江保育園

市 役 所 廣　　　俊　明 人権政策課

安心して暮らせるまちづくり委員会
令和４年度　委員名簿

暮らしの安全・安心・防災・防犯に関する活動
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楽しく元気なまちづくり委員会

　楽しく元気なまちづくり委員会は、令和 4
年5月12日の令和4年度定期総会終了後に、
第１回委員会を開き、委員会の正副委員長
及び書記の選出を行いました。
　委員長に船江自主防災隊の古布 力さん、
副委員長に地区民生委員・児童委員協議会
元顧問の橋本政通さんと河崎天王祭実行委
員会の上埜泰正さん、書記に有緝わくわく
クラブの藤田恵子さんを選出しました。
　第２回委員会を 6 月 9 日に開催して、令
和４年度の活動計画として、「第５回まち
協健康フェア（健康講座同時開催）」の開催、

「福祉なんでも相談」の開催、「高向神田線
の歩道側の美化活動」等を委員会活動の柱
としています。
　ただし、今後の新型コロナウイルスの感
染状況によっては、活動の縮小や中止も検
討していきます。
　地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお
願いいたします。

委員長
古布　力

副委員長
橋本政通

副委員長
上埜泰正

令和４年度の主な活動計画
第５回まち協健康フェア
高向神田線の歩道側の美化活動
福祉なんでも相談

楽しく元気なまちづくり委員会
令和４年度　委員名簿

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体

委 員 長 古　布　　　力 船江自主防災隊

副委員長
橋　本　政　通 地区民生委員児童委員協議会
上　埜　泰　正 河崎天王祭実行委員会

書　　記 藤　田　恵　子 有緝わくわくクラブ

委　　 員

小久保　　　篤 船江連合会
西　　　義　孝 河崎福寿会
大　西　　　隆 神久寿会
新　谷　あ　や 有緝第一婦人会
伊　坂　弘　子 地区民生委員児童委員協議会
山　﨑　順　子 地区民生委員児童委員協議会
藤　倉　陸　子 地区民生委員児童委員協議会
小　方　雅　之 船江神習組青年団
山　下　智　史 有緝わくわくクラブ
山　端　正　人 有緝スポーツ少年団
岩　﨑　眞　市 有緝こども園
川　端　美　奈 有緝こども園こばと会
楠　　　典　幸 船江保育園保護者会
野　村　俊　子 伊勢市社会福祉協議会

市 役 所 日　置　憲　隆 監理課

健康づくり、福祉の増進に関する活動

書　記
藤田恵子

6 月 9 日に開催した、楽しく元気なまちづくり委員
会の会議風景
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開 局 日：火・木・金
開局時間：9:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00事務局の開局日及び開局時間

〒 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

まちづくりに関する
ご意見をお寄せください

有緝まちづくり協議会 事務局

　美しく住みやすいまちづくり委員会は、令
和 4 年 5 月12日の令和４年度定期総会終了
後に、第１回委員会を開き、委員会の正副
委員長と書記の選出、及び委員会の活動方
針を決めました。
　委員長に神久農家組合の竹内正一さん、
副委員長に船江老人クラブの井上博可さん、
書記に旭通シニアクラブの今橋幸子さんを
選出しました。
　また、第２回委員会を６月14 日開催、今
後の委員会活動は、「ごみ捨て禁止看板のま
わりの草刈り」の実施、「第５回ごみゼロ
ウォーク（船江地区）」の開催、「第４回有
緝学区のいいとこ探し（河崎地区）」の開催
に取り組みたいと考えています。
　ただし、今後の新型コロナウイルスの感
染状況によっては、活動の縮小や中止も検
討していきます。

委員長
竹内正一

副委員長
井上博可

書　記
今橋幸子

令和４年度の主な活動計画
ごみ捨て禁止看板のまわりの草刈り
第４回有緝学区のいいとこ探し（河崎地区）
第 5回ごみゼロウォーク（船江地区）

美しく住みやすいまちづくり委員会

役職等 氏　　　　　名 所　　属　　団　　体
委 員 長 竹　内　正　一 神久農家組合
副委員長 井　上　博　可 船江老人クラブ
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
礒　　　俊　生 河崎町連合会
辻　本　研　一 船江連合会
大　西　素　行 神久連合町内会
境　　　美佐代 有緝第一婦人会
米　田　朝　子 有緝第二婦人会
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
関　　　一　恵 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
山　邉　恵美子 河崎敬神婦人会
村　木　俊　一 有緝小学校
坂　口　美　樹 有緝小学校 PTA
中　村　幸　恵 有緝小学校 PTA

市 役 所 濱　口　　　新 維持課

美しく住みやすいまちづくり委員会
令和４年度　委員名簿

快適な生活環境及び景観の保全に関する活動

6 月 14 日に開催した、美しく住みやすいまちづく
り委員会の会議風景

お問い合わせ


