
平 成 3〇 年 度 事 業 報 告 車

上まちづくり事業について

(1) 5月20日(日) 
まちづくり推進員、各種団体長の出席のもと二 

各種団体長から提案された年間事業計画等 

(2) 

7月02日(月) 「心と心をつなぐあいさつ運動」物部I」 

11月01日(木) 
自治会三役、主任児童委員、少年補導員、艮 

(3) 10月07日(日) 「二町町民大運動会」を物部小学校体育館に 

(4) 5月-1〇月 筈井晋二氏宅の休耕田を借りて(芋づくり)を 

(5) 年 間 
居場所づくり事業:集会所で「CAFEふたま- 

まちっ子会館」を実施 

(6) 年 間 
自転車マナーアップ啓発運動:かがやきクモ 
委員 

2.防犯書防災対策事業について

(1) 

5月03日(木) 
カーブミラー点検(自治会三役、班長、協議鼻 

9月09日(日) 

(2) 

12月09日(月) 自主防災訓練の実施:消火器の取り扱い郡 

2月02日(土) 
員、自衛消防隊ほか参加) 

(3) 12月26-30日 年末特別夜馨:二町自衛消防隊による町医 

(4) 1月13日(日) 平成31年「出初め式」に参加:二町自衛消l 

(5) 年 間 物部小児童の通学時安全見守り:自治会笹 

(6) 年 間 二町自衛消防隊による消防設備、消火栓等く 

3,人権〃福祉事業について

(1) 

5月30日(水) 
第1回すこやかサロン:バスによる伏見月椙 
福祉部会員" 福祉協力員・民生児童委員"佃 

7月02日(日) 第2回すこやかサロン:自治会館リフォーム 

11月11日(日) 第3回すこやかサロン:子どもたちと芋パーi 

2月02日(土) 
第4回すこやかサロン:よもやま劇場さんによ 

詐欺」勉強会 

(2) 9月16日(日) 二町町敬老会開催:会食、アロハダンス、て 

(3) 年 間 民生児童委員による、高齢者世帯"独居老人 

(4) 

5月24日(木) 第1回親子ほっとステーション:バルーンア・・ 

6月28日(木) 
第2回親子ほっとステーションこ 七夕飾り 

健康推進員"福祉協力員"民生児童委員"もし 

7月26日(木) 第3回親子ほっとステーション:水遊び"すい 

8月30日(木) 第4回親子ほっとステーション:ペットボトル. 

9月27日(木) 第5回親子ほっとステーション:新聞で遊ば 

10月25日(木) 第6回親子ほっとステーション:絵本読み、十 

11月29日(木) 第7回親子ほっとステーション:グ)スマス会 

1月24日(木) 第8回親子ほっとステーション:作って遊ぼう 

2月28日(木) 第9回親子ほっとステーション:さよならの会 

(5) 

2月03日(日) 人権学習会開催:1班、講師は西尾由利子. 

2月17日(金) 人権学習会開催:2班、講師は西尾由利子 

之月09日(土) 人権学習会開催:5班、詰師は西尾由利子 

(6) 年 間 二町体操サークルの実施(毎週火t金曜日午 

二町まちづくり推進会議を開催した 
参加者:65人 

を話し合い、団体相互の連携を図った 

の子ども達にあいさつ運動を展開 参加者:16人 
:生児童委員、子ども会ほか 参加者:15人 

て開催 参加者:32〇人 

実施。5/20いも植え、10/27いも掘り 参加者:100人 

ら」を12回・自治会館で夏休みに「ふた 
参加者36〇人/1回平 均30-35人 

7ブ、中学P丁A、少年補導委員、地域安全 
参加者:延3〇人 

し) 

参加者:1〇人 

参加者:11人 

l練、避難訓練、机上訓練(自治会役 参加者:48人 

参加者:18人 

i巡回警ら 参加者:2〇人 

防隊 参加者:14人 

:員"かがやきクラブ有志による見守隊 ボランティア:45人 

D点検(毎月第1日曜) 参加者:18人 

三冠酒蔵 見学研修 
参加者:38人 

窒康推進員の協力のもと実施 

工事の為中止 

ティー 参加者:9〇人 

る「歌と踊り」と自治会有志による「特殊 
参加者:47人 

!楽しみました。 参加者:98人 

."子育て世帯"見守り活動(訪問) 訪間数:9〇人 

-ト 参加者:18人 

lの風こども園の協力 
参加者:15人 

しかわり 参加者:45人 

±ポップコーンで遊ぶ 参加者:3〇人 

ブ 参加者:25人 

手ツマイモのおやつ 参加者:15人 

参加者:35人 

主凧作り 参加者:3〇人 

参加者:34人 

氏 参加者:23人 

氏 参加者:55人 

氏 参加者:25人 

後)6班辻村さんの協力 参加者:延11〇人 
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4,環境整備 事業について 

(1) 

4月15日(日) 雨天のため中止 

7月15日(日) 二町町内の河川"公園美化活動 

11月18日(日) ニ町町内の河川"公園美化活動 

(2) 年 間 公園の遊具点検、防犯灯の点検、ゴミ集積所のI 

(3) 

6月09日(土) 花いっぱい運動:自治会館"集会場の花壇に椛 

10月05日(金) 
役員、絆 

(4) 年 間 公園"景観水路等整備"管理:ボランティア絆 

(5) 年 間 ペットマナーアップ:環境部会 

5,神社喜祭礼関係事業について 
(1) 4月08日(日) 伊勢太神楽獅子舞巡行:森本忠太夫一行 

(2) 4月22日(日) 市杵姫神社春の小祭り:足助宮司"巫女さま斎 

(3) 5月04日(金) 春の例大祭二 子ども神輿町内巡行、大童神社荘 

(4) 10月14白く日) 大宝神社秋の相撲祭"神事相撲置子ども相撲大で 

(5) 12月01日(土) 市杵姫神社新嘗祭:足助宮司さま斎行 中老壁 

(6) 12月31日(月) 市杵姫神社正月飾り付け:中老会 

(7) 1月13日(日) 左議長祭:子ども会・中老会・自衛消防隊の協 

6. 3〇年度各班の要望事項の対策

参加者二447人 

参加者:37〇人 

曹埋:環境部会員 参加者:6人 

植え 自治会三役、協議員、子供会 参加者:16人 

参加者:17人 

参加者こ延12〇人 

参加者:9人 

行 中老会の協力 

;宮神輿市川原神社へ渡り みこし会 参加者:23〇人 

ゝ. 

参加者:45人 毒 

…の協力 

力 参加者:約5〇人 

および設備補修について

(1) 1 斑 なし 

(2) 2 班 3-4組ゴミ集積所(中山さん横)のトタン屋根破: 

(3) 3 班 

ゴミ出しルールの周知"徹底 

②④組筈井氏宅前の三叉路のカーブミラーに左 

二町児童遊園に駐輪スペースを設置、確保 

(4) 
4 班 

鉄塔から新中山道に抜ける道の水溜りがひどく 
よけて歩き順二落ちそうで危ない。舗装のやり直 

俊太郎道沿いの桜の伐採 

(5) 5 班 なし 

(6) 6 班 

マンホール近くのアスファルトを再施工 

野良猫の死骸処理 

7.その他 
(1) 4月-2月 自治会費徴収、健康相談実施(健康相談員):偶数月 

(2) 3月02日(土) 米券清算:協議員"会計 

(3) 3月03日(日) 役員会"監査:協議員"三役"関係役員 

(4) 年 4 回 自治会便り発行:広報部会 8〇〇割 

(5) 年 6 回 定例役員会:偶数月第1土曜日、自治会三役・顧問・ 

(6) 3月24日(日) 平成31年度 二町自治会総会 

(7) 6月下句-8月中句 自治会館台所、多目的室、女子トイレリフォーム、雨滴 

(8) 年 間 二町自治会ホームページ・ボランティア絆ブログの運序 

損部分の修理 済 

自治会だよりにて啓 発 

右確認できるミラー増設 市が必要なしと判断 

済 

通学路であるため児童の列がそれを 

市の道路河川課に要 望済み。H30年10月 対応済み 
しをしてほしい。 

市が対応済 

大阪ガスが9月対応 済み 

個人宅内は個人で、 道路上は市で対応 

第1日曜日 

参与・協議員t班長"部会長・農業組合長 

代議員出席:6〇人 

り修繕 

上更新 
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