
1.まちづく, 業について

5月 11日 (日)
まちづくり推進員、各種団体長の出席のもと二町まちづくり推進会議を開催した

各種団体長から提案された年間事業計画等を話し合い、団体相互の連携を図つた
カロ者:62人

(2)
7月01日 (火) 「心と心をつなぐあいさつ運動」物部小の子ども達にあいさつ運動を展開     自

治会三役、主任児童委員、少年補導員、民生児童委員、子ども会ほか
参加者 :12人

11月04日 (火)

(3) 10月 05日 (日) 「二町町民大運動会」を物部小学校体育館において開催 参カロ者:520人

(4) 8月～12月
子供と老人、ボランティア絆が一緒になって筈井孝氏の休耕田を借りて「そばづくり体

験」を実施:協 議員・福祉部会・福祉協力員・かがやきクラブの協力により子供会が
「遊友ホリデー事業」に参加

参加者 :150人

(5) 年  間
居場所づくり事業:集 会所で「CAFEふ たまち」を12回

自治会館で夏休みに「ら、たまちつ子」会館を実施

参加者 150人 /1回平

均  30～ 35人

(6) 年  間
自転車マナーアップ啓発運動:か がやきクラブ、中学PTA、少年補導委員、

地域安全委員
参加者 :延30人

2.防 犯口防災対策事業について

8月 17日 (日) カーブミラー点検(自治会三役、班長、協議員)

(2) 12月 14日(日)
自主防災訓練の実施 :AED取 り扱い、救急救命講習

自治会役員、自衛消防隊、中学生19名ほか参加
参加者 :49人

(3) 12月 26～ 30日 年末特別夜警:二 町自衛消防隊による町内巡回警ら

(4) 1月11日(日) 平成27年 「出初め式」に参加 :二 町自衛消防隊 参加者 :17人

(5) 年  間 防犯灯LED化 工事 :48基 、新設2基

(6) 年  間
物部小児童の通学時安全見守り: 自治会役員、かがやきクラブ有志、による  見

守り隊
ボランティア:45人

年  間 二町自衛消防隊による消防設備、消火栓等の点検 (毎月第1日曜) 参加者 :18人

3.人 権・福祉事業について

5月29日(木)
第1回すこやかサロン:バ スによるサントリーエ場見学研修、福祉部会員・福祉協力

員・民生児童委員・健康推進員の協力のもと実施
参加者:29人

7月10日(木) 第2回すこやかサロン:高 齢者の健康づくり・守山音楽連盟による楽しい音楽 参加者 :36人

12月 07日 (日) 第3回すこやかサロン:子 供たちとそば打ち体験、そば宇宙さん指導協力による 参加者 :延104人

2月 08日 (日)
第4回すこやかサロン:滋 賀県警ふれあいチームによる高齢者の交通安全、ちりれん
げさんによるニコ演奏

参加者 :40人

(2) 9月 14日 (日)
二町町敬老会開催:会 食、翠女穂会による日本現代舞踊、青人草によるギターとマ

ジック
参加者 :55人

(3)

6月26日(木)
第1回親子ほつとステーション:初 めましての会・自由遊び、健康推進員・福祉協力

員・民生児童委員・もりの風こども園の協力
参加者 :22人

7月24日(木) 第2回親子ほつとステーション:水 遊び・すいかわり 者:30人

8月28日(木) 第3回親子ほつとステーション: 身近なもので作つて遊ぼう カロ者:35人

9月25日(木) 第4回 親子ほつとステーション:新 聞で遊ぼう 加者 :20人

10月30日(木) 第5回親子ほつとステーション:ミ ニ運動会 :20人

11月27日(木) 第6回親子ほつとステーション: クリスマス会 参加者 :25人

1月29日(木) 第7回 親子ほつとステーション:作 つて遊ぼう 加者 :20人

2月26日(木) 第8回 親子ほつとステーション:さ よならの会 加者 :35人

(4)

2月 15日 (日) 人権学習会開催 :5班 、講師は美濃部薫氏 加者 :16人

2月 21日 (土) 人権学習会開催 :2班 、講師は美濃部薫氏 者:35人

2月28日(土) 人権学習会開催 : 1班、講師は美濃部薫氏 加者 :29人

(5) 年  間 二町体操サークルの実施(毎週火・金曜日午後)6班辻村さんの協力



4. 境 業について
4月 20日 (日)

二町町内の河川・公園美化活動

参カロ者:230人

7月 20日 (日) 参カロ者 :402人

11月 30日 (日) 参加者 :182人

(2) 年  間 公園の遊具点検、防犯灯の点検、ゴミ集積所の管理:環境部会員 参加者 :6人

(3)
6月14日(土) 花いっぱい運動: 自治会館・集会所の花壇に花植え、自治会三役、協議員、子供会役

員

参加者 :26人

10月25日(土) 参加者 :22人

(4) 7月31日 (木) 守山南中の生徒VS活 動:新 中山道の歩道の植込み周辺の清掃・除草 参加者 :50人

(5) 年  間 公園・景観水路等整備・管理 :ボ ランティア絆 参加者 :延120人

(6) 年  間 ペットマナーアップ:環 境部会 参加者 :9人

5.率 Fl仕・

`緊

ネL について
4月 07日 (月) 伊勢太神楽獅子舞巡行:カロ藤孫大夫―行

(2) 4月 20日 (日) 市杵姫神社春の小祭り:足 助宮司・巫女さま挙行、中老会の協力

(3) 5月 04日 (日) 春の例大祭 :子 供神輿町内巡行、大宝神社若宮神輿八幡神社へ渡り、みこし会 参カロ者:240人

(4) 10月 12日 (日) 大宝神社秋の相撲祭・神事相撲・子ども相撲大会 参加者 :45人

15 11月 30日 (日) 市杵姫神社新嘗祭:足 助宮司さま挙行、中老会の協力

〔6〕 12月31日(水) 市杵姫神社正月飾り付け: 中老会

(7 1月 12日 (月| 左義長祭:子 ども会、中老会・自衛消防隊の協力 参加者 :約70人

1組美容室前の交差点にカーブミラー設置

二町東点滅信号交差点から伊勢町に通ずる道路を速度規制・駐車禁止にする

旧中山道の二町踏切に通ずる道の交差点に信号設置

同上交差点のカーブミラーを大口径に交換

大城さん宅前に防犯灯を新設

旧中山道の二町踏切に通ずる道の交差点に信号設置

回覧ですむ配付物は回覧で

公園前の側溝蓋の破損修理

小泉氏宅隣空地囲障俊太郎道との交差点の見通し不良のため撤去

中山道点滅信号から新中山道に通ずる道に防犯灯設置または転落防止柵の設置

物部小学校グランドの砂流出防止対策

1・2組のゴミ集積所のゴミ、カラスの突つつき防止対策

リヴィース21のゴミ集積所のゴミ浴れ防止対策

集会所にエアコン設置

第二公園の鉄棒の修理改善

6.26 )よび 補修について
市が設置済み

より対応不可

より対応不可

市で対応済

自治会で設置済

より対応不可

自治会で対応済

市より対応不可

学校で改善予定

自治会で対応済

アハ
°
―卜で対応済

自治会対応済

市で対応予定


