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平成３０年母畑地区地域づくり推進会議＆新年会開催

１月１９日（金）午後６時３０分から母畑自治センターにて平成３０年母畑地区地域づくり推進会

議と新年会に加納武夫石川町長を招き、地元議員、地元各種団体役員、地元町職員、自治協議会準備

委員、支援員、まちづくり委員、企画推進委員等４７名の参加を頂き開催しました。

地域づくり推進会議は瀧口徳人区長会副会長（上母畑区長）

の開会のことば、添田安夫区長会長（湯郷渡区長）が主催者

挨拶をし、加納町長には「来賓祝辞」と「平成３０年度町政

についてを合わせて話して頂きました。

その後は、「母畑地域づくりについて」の協議に入り、

瀬谷長一自治センター長より「母畑地区自治協議会設立につ

いて及び平成30年度各種団行事日程について」報告された。

渡邉武嗣八幡屋社長からは「母畑トレイルについて」説明

して頂きました。 推進会議は、大串正典区長会副会長（北

山区長）の閉会のことばで終了した。

新年会は同ホールで大野繁区長会会計（母畑第一区長）の

開会のことばで始まり、永沼一夫町議会議員の乾杯のご発声

で懇親会に入り参加者全員の親睦を深めた。閉会のことばは

関根正夫まちづくり委員長が行い無事終了した。

「平成３０年度 母畑地区行事予定（案）」の内、母畑自治セ

ンター関係の主な行事をお知らせ致します。

・６月１０日（日）第４９回母畑地区スポ―ツ大会

総合体育館・多目的広場

・７月２９日（日）第７回ねむの木まつり

自治センター平安住居広場

・９月１７日（月）第６７回母畑地区敬老会

八幡屋

・１１月４日（日）第４４回母畑地区文化祭

旧母畑小体育館

・１１月４日（日）第６回カカシまつり

旧母畑小体育館

加納武夫町長

瀬谷長一センター長

添田安夫区長会長

地域づくり推進会議
渡邉武嗣八幡屋社長



月 日 曜日 事　　　　業　　　　名 　場　　　　所 　参　加　団　体

第５回母畑五桜めぐり 母畑地内

区長委嘱状交付式 区長会

第3２回石川町桜まつり 石川町

石川町消防団春季検閲式 総合体育館・多目的広場 消防団

母畑地区スポーツ大会実行委員会

母畑地区スポーツ大会実行委員会 自治センター 区長会、実行委員等

10 日 第49回母畑地区スポーツ大会 総合体育館・多目的広場 区長会、実行委員等

第33回石川町少年の主張大会 共同福祉施設 青少協

1 日 河川クリーンアップ作戦 石川町

日 第15回サイクルロードレースin石川 石川町

青少協サマーキャンプ 青少協

29 日 第7回ねむの木まつり 自治センター 区長会、実行委員等

敬老会実行委員会 自治センター 石川町、区長会、民生児童委員、実行委員等

母畑子ども夏祭り 子ども育成会

15 水 母衣旗盆踊り 八幡屋駐車場 母衣旗盆踊り保存会、実行委員会等

敬老会実行委員会 自治センター 石川町、区長会、民生児童委員、実行委員等

子ども神輿 子ども育成会

17 月 第67回母畑地区敬老会 八幡屋 石川町、区長会、民生児童委員、実行委員等

文化祭実行委員会 自治センター 区長会、実行委員等

23 日 北山区スポーツ大会 母畑レークサイドセンター 北山区

21 日 石川町産業交流祭 母畑レークサイドセンター 石川町、区長会

日 石川町消防団秋季検閲式 消防団

文化祭実行委員会 自治センター 区長会、実行委員等

4 日 第44回母畑地区文化祭 自治センター 区長会、長寿会、実行委員等

4 日 第6回カカシまつり 自治センター 区長会、実行委員等

母畑こどもクリスマス会 母畑レークサイドセンター 子ども育成会

平成31年石川町互礼会 石川町

第69回石川町成人式 石川町

どんと焼き 自治センター 子ども育成会、自治センター

石川町消防団出初式 南町通り 石川町、消防団

18 金 平成31年母畑地区地域づくり推進会議 自治センター 地区各種団体役員、地元町職員等

母畑第一区総会 自治センター

上母畑区総会 上母畑集会所

湯郷渡区総会 湯郷渡公会堂

北山区総会 北山集会所
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平成30年度　母畑地区行事予定

4

5

6

7



1月２４日（水）18：30から母畑地区自治協議会設立準

備委員会（委員長 永沼 一夫）が開催された。 事務局から

現在までの活動状況の中で4部会ができ、各部会毎に部会

長、副部会長が決まった経緯と自治協議会規約（案）が報

告された。規約（案）「役員の選任」の「第７条 自治協議

会の会長は区長会長が務める・・・・」ということになっ

ていたが、区長は日常業務が多忙で受けられる状況でない

ということで、規約（案）を「本会の会長、副会長は理事

の互選により選出し、総会の承認を経て決定する。」と変

更した。委員会は、次期会議（理事会）開催を２月中旬を

予定して終了した。

○４部会役員

＊地域づくり部会 ＊福祉部会

部会長 関根 正夫（まちづくり委員長） 部会長 榊枝 利光（民生児童委員母畑方部長）

副部会長 鈴木 茂伸（まちづくり副委員長） 副部会長 福田 正恵（保健衛生協力員）

副部会長 木戸 勘一（まちづくり副委員長） 副部会長 城野 みどり（保健衛生協力員）

副部会長 関根 信次（母畑長寿会副会長）

＊安心安全部会

部会長 鈴木 謙治（石川消防団母畑分団長） ＊教育・学習部会

副部会長 吉田 正仁（母畑防犯協会理事） 部会長 添田 常勝（そば打ち愛好会長）

副部会長 平田 文男（交通安全協会母畑分会副分会長） 副部会長 芳賀 将太（母畑子ども育成会長）

副部会長 木戸 孝子（白菊会長）

母畑地区自治協議会設立準備委員会開催

１月１７日（水）１９時から母畑自治センター

にて第６回議会報告と町民の意見を聞く会が開催さ

れました。

報告会には、議員側が下山田和雄議長外６名と母

畑区民２６名の参加の下行われました。先ず、議員

側から前回要望事項の回答報告がありました。

その後には、母畑区民から沢山の要望事項が閉会

予定時間まで出されていました。

第６回議会報告と町民の意見を聞く会開催

母畑子ども育成会主催のどんと焼き開催！

1月1４日（日）10時半からみんなの農園（母畑

自治センター前）にて北風が吹きつける中、子ども

育成会（会長 芳賀 将太）主催のどんと焼きが５０

名参加の下行われました。

どんと焼きは、お正月に飾ったしめ縄、門松、お

札等を焼き、一年中の身体健康・無病息災・家内安

全・五穀豊穣を祈る行事です。

どんと焼き

町議会報告と町民の意見を聞く会

自治協議会設立準備委員会



２ 月の行事

＊3月定例議会 ：３月 8 日（木）～ １6日（金）
※一般質問 3月12日（月）１０時～

＊母畑自治センターでパソコン傍聴が出来ますのでお越しください。

3日（土）13:30  書道教室

6日（火） 9:30  湯郷渡サロン

講師：県医師会派遣

8日（木）13:30  ハーモニカ教室

8日（木）18:00  民謡教室

9日（金） 9:30  上母畑サロン

講師：廣田 智（理学療法士）

13日（火）13:30  下母畑サロン

講師：鴫原 亨仁（ひらた中央病院）

14日（水） 13:30  白菊学級

14日（水） 18:30  自治協議会理事会

17日（土） 13:30  書道教室

20日（火） 13:30  きたす会

22日（木） 13:30  ハーモニカ教室

22日（木） 18:00  民謡教室

24日（土） 13:30  書道教室

27日（火） 13:30  きたす会

編集後記 インフルエンザが猛威を振るっています。全国で120万人以上の方が罹っております。外出する

際には、必ずマスクをして、帰ってきたなら手洗いをして、自分の体は自分で守りましょう。

子ども育成会にてクリスマス会開催

12月1７日（日）母畑レークサイドセンターにて

母畑子ども育成会（会長 芳賀 将太）主催の子ども

達の為にクリスマス会が開催されました。

参加した子どもさん達と親御さん達は、独自のケ

ーキづくりを楽しみ、その後には、室内でできるゲ

ームをやり、楽しい一日を過ごしました。

1/9（火）湯郷渡サロン：13名参加、講師：廣田 智 理学療法士、 1/9（火）下母畑サロン：13名

参加 講師：渡部 恭行（県医師会派遣医師）、1/13（金）上母畑サロン：21名参加 講師：小早川 義貴

（県医師会派遣医師）下母畑、上母畑サロンは、県医師会派遣医師による『健康寿命を延ばす』為の講話

が行われました。

湯郷渡・上母畑・下母畑各サロン・・・体力を付けて頑張りましょう！

下母畑サロン上母畑サロン湯郷渡サロン

お 知 ら せ ！

母畑子どもクリスマス会
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