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‘検索：木曽川町連区’

「声かけ運動」でふれあいと絆を深めましょう！
思いやり部会長

日比野 洋一

急速な少子高齢化と社会構造の変化などにより、わが
町内でも、ひとり暮らしのお年寄りやお年寄りだけの世
帯、障害者や幼児・児童への虐待など援助が必要な人々
は年々増えています。思いやり部会は一人ひとりが生き
生きと健やかに暮らせる町づくりを目指した活動に取り
組んでいますが、今年度の活動方針として「見守りネッ
トワーク」事業を活性化する。具体的には、次の 3 点を
重点に、より実効力のあるものにしていこうと話し合い
ました。
ふれあい・いきいきサロン

①「声かけ運動」による見守り活動を推進する。
②「ふれあい・いきいきサロン」の拠点づくりを推進する。
③地域福祉ネットワーク会議の事業との連携を図る。
見守り活動で、特に大切なことは、日常生活における
隣近所の人と人のつながりと信頼関係づくりです。４月
の連区町会長協議会総会の折に、
「声かけ運動」推進につ
いて各町会長さんに呼びかけをしました。それぞれの町
内会において、町会長・民生児童委員・福祉委員さん及
び各班長さんが連携し、協力し合って気がかりなお年寄
りや障害者の方、子ども達に「声かけ」をしていきまし
ょう。
また、気軽に、無理なく、楽しくをキーワードに開設
されている「ふれあい・いきいきサロン」の増設に向
福祉地域ネットワーク会議
けて積極的に関わることで、近隣に住む人たち同志の
ふれあいと居場所づくりに寄与できたらと思います。
さらに、地域包括支援センターと連携し、自宅介護の必要な人を見守る活動に参画していく必要
もあります。今年度は、認知症徘徊の模擬訓練として親子参加型の研修会を予定しています。

“安全・安心で思いやりあふれる町づくり”のため、日頃から連区住民の皆様一人ひとりが声を
かけ合い、
「共助」の思いを一つにしてふれあいと絆を深められようご理解とご協力をよろしくお願
いします

「ふる里の再発見」
活気部会長 日比野 隆夫
活気部会では、今年度「地域課題」へのチャレンジとして、学校教育と地域の関係機関との連携、
協働での事業とし「ふる里の再発見」事業に取り組んでまいりたいと思っています。木曽川町連区
には、木曽川の清流域として、歴史や自然環境等が数多くあります。北原白秋が名づけた雀のお宿
の歴史、環境省が絶滅危惧種として天然記念物に指定されたイタセンパラの生息地、冬季に白鳥の
飛来地等素晴らしい自然環境があります。このような素晴らしいふる里を多くの人たちに知ってい
ただく事業に取り組んでいきたいと思って
おります。又、従来での活動の充実をはかり
各団体との連携を模索し、世代間の連携と活
力あるまちづくりを目標として活気あるま
ちづくりを進めていきたいと思っておりま
す。今後も活気部会ヘのご理解、ご協力をよ
ろしくお願い致します。

安全安心な町づくりは自分たちの手で
安全安心部会長
国井 紀元
安全・安心の町にするにためには、私たちが防犯対策を強化することも大切です。昨年度から作
成を進めてきました防犯ステッカーを、今年度、各世帯に配布しました。多くの世帯で掲示してい
ただき、木曽川町全体で防犯対策を強化し、犯罪が減少することを期待しています。
災害対策では、東日本大震災が復興途上のなか、昨年４月には熊本地震が発生しました。木曽川
町では明治２４年の濃尾地震で８割の建物が全壊しました。私たちも地震発生した時の防災力を高
める取り組みの必要があります。
そこで、避難所運営マニュアルの作成を進めます。マニュアル作成には地域の役員の皆さんに協
力をお願いします。その際、マニュアルの必要性・問題点を理解していただくため町会長をはじめ
地域の役員を対象に各小学校単位で「ＨＵＧ」
（避難所
運営ゲーム）教室を開催します。そして実証訓練を兼
ね、木曽川西小学校において、１０月１日（日）に実
施します。防災訓練では避難所運営訓練を取り入れる
予定です。親子着衣水泳講座は、木曽川での水難事故
を風化させないためにも、８月６日（日）木曽川東小
学校にて開催します。
。水難事故を防ぐため特に保護者
の積極的な参加を期待しています。今年も安全安心な
町づくりの活動を進めていきたいと考えています。
配布しました防犯ステッカーは、皆さんの家の目立つ場所に取り付けてください。
木曽川町民の皆さんの目が、監視カメラです。

女性も地域づくりに積極的に参画を！
女性部会長 宮崎初美
「女性目線で地域づくりを考える」という目的で、発足した女性部会は２年目を迎えました。
女性部会のメンバーは日頃から地域に根付いたボランティア活動などをしている有志の集まりで、
「我が町木曽川町のために何かお役に立てれば…」という気持ちあふれるメンバー13 名で構成さ
れています。
昨年度は、親子着衣水泳教室や防災訓練のお手伝いをさせていただき、女性目線での気づきや改
善点を提案させていただきました。
今年度は、さらに避難所運営マニュアル作成に
も参加させていただき、女性ならではの意見を活
発に出して、より現実的な避難所運営が出来るよ
うなマニュアル作成のお手伝いが出来たらと思っ
ています。
さらに、
「子育て」
「介護」という女性の力が必須
な課題に対する講座を開催し、より多くの女性に
知識や認識を深めていただき、今後活躍していた
だくためのお手伝いをしたいと思っています。
皆さんもアンテナをピンと張って、木曽川町で発信される耳よりな情報を逃さないようにキャッ
チして、色々な催し物に参画し、貴重なご意見を出していただきたいと思います。
女性部会は家庭での「妻」
「母」としての役割のように、地域づくり協議会でも、陰でしっかりと
支える「妻的」
「母的」な役割を果たせるよう、今年度も活動していきたいと思いますので、よろし
くお願いします。

世代を超えての意見交換や情報発信
広報部会長
菱川陽子
“みなさま、はじめまして！！” この度、地域づくり協議会広報部会長をさせていただくこと
になりました。生まれも育ちも一宮市ですが、結婚してから１６年この木曽川町でお世話になって
おります。お嫁に来たときはマンション住まいの正社員共働きだったので、地域の方との交流はほ
とんどありませんでした。子供が幼稚園に入園するのを機に会社を辞めたのですが、地域に子育て
支援センターや児童館があることも知らなかった（興味がなかった）ので、子供の同級生のお母さ
んは初めましての方ばかり・・・。知っていたのは唯一、産院が一緒だった方お一人でした。そん
な、町内のことが分からず１０数年過ごしておりましたが２０１６年に子供たちが通う小学校のＰ
ＴＡ会長をさせていただき、世界が変わりました。地域づくり協議会があることを知り、木曽川町
をより良い町にしようを動いてくださっている方々がいることを初めて知りました。お父さん世代
の方々がほとんどですが、今までの経験を活かし、活動されています。この度、ご縁をいただき広
報部会長をさせていただくことになりましたが、お世話になっているこの木曽川町のために、私に
できること、私にしかできないことをしっかりやらせていただきたいと思っております。
世代を超えての意見交換や情報発信などは、地域づくり協議会だよりやホームページでお伝えで
きればと思っております。地域づくり協議会発足から協議会だよりを作ってくださっている方の想
いを受け継ぎ、私らしく頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します

平成２９年度
月

事業内容

実施場所

4

平成29年度総会（決算・予算）

木曽川公民館

街頭監視活動
5

公民館役員総会
女性学習事業

女性学級

防犯協会総会

月別事業計画
月
学習発表会

木曽川公民館

木曽川公民館

成人・高齢者学習事業
成人講座

木曽川公民館

木曽川公民館

女性学習事業

木曽川公民館

木曽川商工まつり

木曽川商工会館
木曽川体育館

女性学習部・地域福祉ネット
ワーク会議共催事業 地域福
祉と住民のつどい

木曽川公民館

教養講座

木曽川公民館

見守りネットワーク事業
町会長と民生児童委員が見守
り・支援開始

連区内老人世帯
障害者世帯等

教養講座（社会見学）

連区内主要交差点

学習発表会

芸能祭（12/7）

木曽川文化会館

家庭・青少年学習事業

木曽川公民館

地域安全運動期間中における
啓発活動

大型ショッピング
センター等

女性学習事業

木曽川公民館

街頭監視活動

連区内主要交差点

木曽川体育館

成人・高齢者学習事業
成人講座

木曽川公民館

女性学習事業

木曽川公民館

女性学級

魅力ある地域づくり事業
盆踊りのつどい（8/19から20）

家庭・青少年学習事業

8/6(日）親子着衣水泳講習事業

街頭監視活動

女性学習事業

木曽川運動場

12

-

木曽川東小学校

成人講座

女性学級

一豊まつり

女性学級

木曽川連区内小学校ＰＴＡ合
同事業折り紙の干支作り

木曽川公民館

木曽川西小学校ＰＴＡ事業
一宮の昔ばなし

外割田児童館

成人・高齢者学習事業
世代交流グラウンド・ゴルフ
大会

連区内主要交差点

成人・高齢者学習事業

木曽川公民館

1

成人・高齢者学習事業

木曽川公民館

2

交通安全に関する講習会

黒田小学校周辺

3

魅力ある地域づくり事業

成人講座

社会見学

木曽川西小学校
木曽川公民館
-

教養講座

木曽川公民館

資源回収

各町内

敬老会9/9（土）

木曽川体育館

交通安全街頭指導

連区内

防犯パトロール

連区内

防災訓練
『9/30（土）＆10/1（日）』

10

女性学級

老人クラブ事業
三世代交流スポーツ大会

女性学級

ＮＰＯ法人木曽川文化・ス
ポーツクラブ事業 工作フェ
スティバル

9

木曽川公民館

家庭・青少年学習事業

木曽川公民館

街頭監視活動

8

文化祭（11/4～5）

木曽川公民館

女性学習事業

7

実施場所

連区内主要交差点

11

6

事業内容

木曽川西小学校

防犯・交通安全パレード10/8

木曽川中学校

体育レクリエーション事業
連区市民体育祭(10/8(日））

木曽川中学校

成人・高齢者学習事業

木曽川公民館

女性学習事業

成人講座

女性学級

木曽川公民館

木中おやじの会事業
ペットボトルロケット作り

木曽川中学校

教養講座

木曽川公民館

毎月

広報誌発行

全戸配布

注：この表に記載してある諸事業は、平成28年度に各
団体が計画した事業を列記してあります。平成29年度各
団体の計画によっては、変更となる事業もあります。

