
　　　

　　　※　環境部会は、地域の環境全般とそば栽培･活用で2人の部会長が担当します。

　　　※　木曜会は、２カ月に１回開催しています。地区内の問題や課題を提案し

　　　　　　まちづくり協議会としての取り組みについて検討しています。

 振り返れば、まちづくり協議会の創世期より関わりを持ち、会長として６年間の長

きに渡り、まち協役員をはじめ日置公民館との連携で活動することができました。 

 そば作りは、そばを打つ人の養成、そして地域の人にそばの美味しさを広めること

を中心にすえて、地産地消の青空市（現在は和紙フェスタ・収穫祭）の開催、東日本

大震災のようなまさかの時に、あわてず対処する防災訓練、健康づくりの源である

散歩を楽しくするための散歩道の一部舗装・ベンチ設置など、多くの方々と一緒に

汗を流しながら歩んでまいりました。 

 意外と頑固者でまわりの方、特に事務局は大変だったことは自分でも自覚してお

りますが、笑顔でサポートして頂き此処までこれました。 

 今回、城市新会長へバトンを渡す事により、新しく始まるまちづくり協議会の活動

を、これからは地区民の一人として皆と一緒になって盛り上げていきたいと思います。

最後になりましたが、地域の皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます。 
 この度、長く日置地区まちづくり協議会の会長を務められました早牛伊藤 博光さん

の後を受け、会長を務めさせていただくことになりました山根の城市好春です。 

 最初は、何かと戸惑う事もあり、ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、皆様

にご理解、ご協力を頂きながら、～人に優しく住みよい日置づくり～をめざし、活気と

元気のある日置地区にしていければと思っております。 

 しかし、何から始めていいものか？まちづくり協議会が日置地区の方々にどのよう

に認識され、またどれだけ必要とされているのか、どのような事を望んでおられるの

か追求し、環境部、防災部、福祉部と３部会を中心に多くの事業が計画されています。

たくさんの方々が気軽に参加できる事業内容にして”楽しく暮らしやすい日置”を目標

にまちづくり協議会を盛り上げていければ、と思っております。 

 微力ながら精一杯つとめさせて頂きますのでよろしくお願い致します。 

会長就任のご挨拶 

まちづくり協議会会長退任挨拶 

日置地区まちづくり協議会会長 

城市 好春 
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 ２８年度福祉部会では、日置地区民の「健康寿命を延ばす為に」をテーマに１年

間取り組んできました。集大成として、３月１１日に山根・早牛集落を歩く「健康づく

りウォーキング」を開催しました。 

 当日は、子供からお年寄りまで計５６名の参加があり、いつもは車で通り過ぎて

しまう県道や、日置川沿の散歩道の風景・集落内の様子などを目や耳で楽しみな

がら賑やかに散策を行いました。 

 途中、早牛集落では、蓮華寺で釜谷幹雄さん、利川神社では小林正和さんから

それぞれの歴史や由来の解説をしてもらい、ウォーキングをより充実したものにす

ることができました。 
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主　催 事業名 主　催 事業名

15 まち協 　そばサークル 15 まち協 そばサークル

23 共催 　敬老会前環境整備 24 共催 敬老会前環境整備

29 共催 　日置地区敬老会 29 共催 日置地区敬老会

５月 20 まち協 　そばサークル 14 まち協 ラジオ体操講習会

17 まち協 　そばサークル 20 まち協 そばサークル

26 まち協 　城北交流GG大会 7 まち協 城北交流GG大会

共催 　合同ラジオ体操 17 まち協 そばサークル

まち協 　そば畑草刈り 18 委託 習字教室

15 まち協 　そばサークル 15 まち協 そばサークル

16 共催 　環境整備 17 共催 環境整備

19 まち協 　そばサークル 25 共催 合同ラジオ体操

まち協 　そばの種まき 31 まち協 そば畑草刈り

16 まち協 　そばサークル 11 まち協 そばの種蒔き

17 共催 　環境整備・防災訓練 19 まち協 そばサークル

24 共催 　日置地区大運動会 16 まち協 そばサークル

まち協 　そば刈取り 18 共催 環境整備・防災訓練

21 まち協 　そばサークル 25 共催 日置地区大運動会

まち協 　健康講座 16 まち協 健康づくり講座

18 まち協 　そばサークル 21 まち協 そばサークル

19 まち協 　ひおき収穫祭＆和紙フェスタ 25 まち協 そば刈取り

１２月 16 まち協 　そばサークル 18 まち協 そばサークル

まち協 　みそ作り 20 まち協 和紙フェスタ・ひおき収穫祭

20 まち協 　そばサークル 24 まち協 そばサークル

まち協 　みそ作り １２月 16 まち協 そばサークル

17 まち協 　そばサークル １月 16 まち協 そばサークル

共催 　日置を語る会 31 まち協 みそ作り（２）

まち協 　みそ作り 10 まち協 みそ作り（２）

17 まち協 　そばサークル 11 共催 日置を語る会（中止）

18 共催 　日置川清掃 17 まち協 みそ作り

まち協 　健康づくりウォーキング 18 まち協 そばサークル

20 まち協 みそ作り（２）

23 まち協 みそ作り（２）

　 ※　そばサークルの開催は毎月第3土曜日です。 6 まち協 みそ作り（２）

   ※　共催は日置地区公民館とまち協の共催事業です。 11 まち協 健康づくりウォーキング

18 まち協 そばサークル

19 共催 日置川清掃

２月

３月

平成28年度　まちづくり協議会事業報告
実施月日

※　7月16日の環境整備は納涼祭前の環境整備です。
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