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《基本方針 {スローガン)》
聰欲つも̈・いつまでも続<組織でありたい。

瘍 もあいあいこ ・̈子どもから高齢者まで。

瘍 んばっている ・̈けど、がんばりすぎない。

瘍 んなの岩上 ・̈みんながずっと住み続けたい。

躍「介護のミニミニ講座を終了してJ佐次恭子

介護に関してのミニミニ講座を、 3回させて
頂きました。家庭内が丸見えになってしまう所
を嫌い、生徒さんが集まらないと思っていまし

・

たが、 5名の参加を得て基礎から始めました。
困ったらどこへ相談に行<のか、利用者さん

の腰痛予防

から最後は

歩行介護と清拭介護を実施しました。お互いの手浴を行
つた後は、気持ち良<手指の動きもよ<なりました。
近<の公民館で、ひとつでも学べる事が

出来る所を喜んで頂けました。
今後は、男性にも受講を希望致します。

曝 熱戦が繰り広げられたキンボールとビーチボールバレー
8月 30日 (土)ニユースポーツの集い1生涯学習・健康づ<り部会主催)

《キンボール》
1チーム4人で組み、チーム別に"ピンク・ブラック・グレー"の各ゼッケンを付け、 3チ

ーム 12人がコートに入り競います。最初サーブ権を持つチームのサーバーが自チーム以外
の色チームの色を大きな声で指名しキンボールを突き上げます。指名されたチームはキンボ
ールが床に落ちないよう4人で支えます。サーブを打つ方向がポイントとなる競技です。

《結果》
キンボール

優勝 新城チーム

準優勝 1義峨チーム
3位 城が丘チーム

《結果》
ビーチボール

優勝 艤峨チーム

準優勝 つつじが丘チーム
3位 城が丘チーム
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躍|「高校生レストランのある五柱池ふるさと村で学んできました。J
日 時 :平成26年 6月 28日 (土)午前8:45～ 午後5:30
研修先 :三重県多気郡多気田T「五桂池ふるさと村」 (産業・環境部会)

毎月第 2土曜日午前中に岩上地域市民センター前で開催し
ています「ふれあいマーケツト」は、地元野菜などの農産物
を中心に手作りの品物などを持ち寄っていただき、住民の方
々に販売を行っていただいております。現在では、毎回楽し
みに買い物に来ていただけるようになってきました。

この事業は、地元の農産物の活用と地域住民の交流を目的
に始めましたが、 3年目の現在も当初からの小さな規模での

毎回開催です。今回この事業を知っていただ<とともに、事

業に参加していただ<仲間作りのための研修として「/31れあ
いマーケツト研修会」 (33名参加)を開催しました。
研修先は二重県多気郡多気町「五桂池ふるさと村」、地元の自治会が30年前から運営さ

れている地元農産物直売所を中心とした郊外型の複合施設です。今では「高校生レストラ

ン」が在ることで全国的に有名となりました。現在正社員 7名を含ぬ総勢 30名の職員さん

と約 400名の出店登録者 (生産者)で運営されている施設です。

今回の研修の目的として、 1つは自治会が運営を行つている「五桂池/31る さと村」を見学

して、その成り立ちや運営方法などを学び、岩上地域での可能性について考える事。 2つ目

は地元農産物販売を見学し、生産者 (出店者)、 販売所運営者の役割、販売方法などを学び

今後の事業の参考にする事で、当日は坂ノ坊村長さんに施設内を案内していただきました。

今回の研修では、地域住民が力を合わせ、目的を持つて行動ずれば夢が実現するというこ

とを学S事が出来、農産物生産者の方々には直売所への出品が生活の「はり」になつている
こと等色々と感じることの多い研修会となりました。また、日頃顔を合わすことの少ない地

区の皆様が今回の研修会を通して交流を持てたことも意義深いことでありました。

参力□された方からは毎年このような事業を行つてもらいたいとの声をいただ<ことも出来
ました。今回の研修事業にご参加下さいました皆様ご苦労様でした。今後とも「岩上/31れあ
いマーケツト」へのご協力を宜し<お願い致します。

職 ひろば運営の治武道代さんC塞感継)にインタビュー

十年経ちましたが反響はどう|ですか?

最近は20組ほど参加いただいていま
す。保育園では手狭になってきました
ので、これからは市民センターでの開
催も考えていきたいと思います。

うれしい悲鴫だと思います
がご苦労も多いでしょう?

子どもの成長を見るのが楽し

<て、特に苦労は感じません。

ひろばの雰囲気はどうですか?

いつもお母さん同■が楽しいそうにおしやべりされていて、交流の

場になっています。ひろばでお知り合いになられた方も多いのでは

ないでしょうか。交流の場としての役割が大きいと感じています。

何人で運営されているのですが ?

10名のスタツフが毎月交替じ4名で担当

します。女ll■ばかりですので、男ll■の方の

ご協力もいいただければありがたいです。

お待ちしています。

これからどのようにしたいと思っていますか?

岩上地域は祖父母との同居や近<に住まわれているご

家庭が多いのが特徴です。お父さんや祖父母の方々に

も参加していただけたらと思います。参力□される方の

交流や仲間づ<り のお役にたてれば嬉しいです。是非

ご参力□<ださい。楽しいひと時が待っています。

申 総合企画・広報部会 摩
=計
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理‐夏祭り 8月 12日 {火 )

恒例の夏まつりが開催されました。区民が一同
に会し、盆踊りをメインとして、模擬店、また、
抽選やビンゴゲームなどで夏の一夜を楽し<過ご
しました。

軍‐‐神 社 改 修 工 事 完 了  八幡神社・ 八坂神社・ 春日神社

新城の氏神である三社 (八幡神社
・八坂神社・春日神社)の「社」改
修工事が 6月 より進められ完成いた
しました。 9月 12日 に仮鎮座され
ていた神々が完成した「社」に遷宮

鎮座される儀式が氏子代表により松
井宮司のもと行われました。

当日は、晴天に恵まれ厳かな儀式
を無事とどこありな<終えることができました。

「此の里の者達 守り給ひ、

弥栄へに栄して給へと恐美恐美自す」

■ コスモス畑 見に来て下さい。

撮影スポットもあります。

昨年度より休耕田を利用して
地域の景観形成事業としてコス
モス畑を作つています。

6月末に約 90アールの田に
種を蒔きました。見頃は 10月初
旬～ 10月下旬頃で丸 畑の中に

入つて撮影できる場所もありま丸
サイクリングででも是非見学にお
越しください。

「和野の風景を守る郷づ<り 委員会」

-

か電滅畿岩上運動場
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職 し1わがみ「防災訓1網 lo月 19日 (日)(安心・安全部会)

近年、異常気象による災害が世界規模で発生しています。過去に経験したことのない集中豪雨
や大型台風の来襲。また外国では長期間にわたる小雨で自然火災も報じられています。中
災害時には普段の準備や訓練によるところが大き<影響してきます。多<の区民の

方の参加をお願いずるとともに、参加できない方は、この機会に防災について思いを
めぐらせていただけたらと思います。

墨 舅輻鍼「ふれあい文化祭Jll月 2日 旧 )(生涯学習・健康づくり書除)

時間 :午前 9時 30分～午後 3時 30分 場所 :岩土地域市民センター(岩上公民館)

曝「ぃきぃき ぉ、れあいコンサートJ(人権0福祉・生き活き部会)|

12月 6日 (土)～ 1月 4日 (日 )

午後 5時 30分～9時
岩上体育館周辺
12月 6日 (土)午後 5時 30分～
コンサート等行う予定です。

今年も数多<の催しを予定しています。
ご家族お揃いで是りRご来場下さい。

厖 rTI墾 i詈
,軍糧誦 獣 鷺 已進1  

誡 誹 教 場下

計 ゃ

Л 出 演 JERRYBEANS yokko大 滝えみ(フルート奏者)「手話で歌おう」講座のみなさん 他
※開演に先立ち「大型紙芝居 (岩上紙芝居の会)」 や辱口太鼓演奏 (岩上たいこサロン)」 の方々による演目がありま丸
※駐車場 岩上体育館・岩上公民館0(株)ミヤケの駐車場がご利用頂けます。(台数限定)

【お問い合わせ】岩上自治振興会 Tel.70-3332 岩上地域市民センター Tel.62-7052

尋 11月 その他の事業計画
「交通安全・詐欺にあわない為の教室」 11月 12日 (水)(安心・安全部会)

「ふれあい環境ウォーク」 11月 30日 (日 )(生涯学習 。健康づ<り部会)

職 いわがみ「イルミネーションJ(総合企画・広幸賠F会)

点灯期間
点灯時間
場  所
点 灯 式

<岩上自治振興会 >
躍15周年記念事業

～アイデア募集～
来年度 (平成 27年度)は、岩上自治振興会

発足 5周年を迎えます。当会では記念事業の
催しを考え、広<住民の皆様よりのアイデア
を募集します。ご提案お待ちしています。
【お問合わせ先】 岩上自治振興会 丁EL.70… 3332

・総含企画広報部会・生涯学習健康づくり部会
・産業環境部会・安心安全部会・人権福祉生き活き部会

水□町新城557番地

0748-70-33312

エリア人□ 2β63人 937世帯 (平成26年 9月末現在)

8 (額怒豊T雹ら讐磐占智墓ふ彙
郷

)

―
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