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団体名 松永学区まちづくり推進委員会 代表者 山﨑 廣成

(問合せ先) ０８４-９３３-４８６４（松永公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）まなび広場 講座ほか（６月９日ほか１３回 西部市民センターほか  １,０２４人）

下駄踊りの継承（９月２６日ほか２回 西部市民センターほか ３１５人) 

（２）防犯活動       見守り活動・あいさつ運動（通年 学区内 １１，０００人）

ウォーキング・青色防犯パトロール（通年 学区内 １６６人）

合同夜間パトロール（７月２０日・１２月２１日 学区内 １１８人）

感謝の集い（１１月１９日 松永小学校 ２００人）

（３）高齢者一人暮らし配食サービス  （１１月２８日・２月２７日 学区内 ３１２食）

（４）自主防災事業 研修ほか（６月１４日ほか１０回 西部市民センターほか ２２８人）

                    防災訓練（２月２４日 松永小学校 ５１５人）

（５）スマイルキッズまつなが   （４月～２月 西部市民センター ３６３人）

（６）敬老サロン事業    出張ふれあいサロン（６月１５日 船町増川集会所 ３９人）

ゆめくらぶ（８月２２日ほか２回 松永公民館ほか １５５人）

おしゃべりランチ（５月１１日ほか５回 松永公民館 １５９人）

（７）三世代交流事業      （１１月１３日 ・１月２３日 松永小学校 ２９０人）

（８）広報活動             （通年 まちづくりだより ３，０００部発行）

（９）高齢者の集い      （５月１２日・１０月２０日 松永小学校ほか １５８人）

（10）スポーツ振興事業        （通年 松永グリーンパークほか ２，２５４人）

（11）環境健康事業       ウォーキング大会（５月１４日 松永小学校 ２７８人）

               花いっぱい松永ほか（１２月２日 学区内ほか ３１４人）

（12）学区民文化祭     （１０月２０日・２１日 西部市民センター １，５００人）

（13）コミュニティの育成事業   （ごみ分別啓発 ３８単位自治会）

（14）まちづくり運営事業 （通年 松永公民館）

学区民文化祭や自主防災訓練を開催するなど，各種団体や地域住民の協働による自主的・

主体的な活動を実施することで，まちづくり事業の推進や地域の活性化を図るための意識を

高めることができた。

自治会未加入の世帯が増えてきており周知する手段が自治会からの広報のみであり，まだ 

まだまちづくり事業を知らない住民が多い。広く周知できる広報活動等に取り組みたい。 

事業内容

成 果

課 題

「敬老サロン事業」
地域の集会所をお借
りし，お試し出張ふ
れ あ い サ ロ ン 茶 屋
「一歩」を開催

「防犯活動」
合同夜間パトロール
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松永学区

体で覚える日頃の訓練 それは必ず役に立つ!!

地域で助け合って避難できる体制づくりをめざして自主防災訓練を開催。

自治会ごとに第１次避難場所に集合。のぼり旗を持った自治会長を先頭に，非常持ち

出し袋を背負った住民が，仮避難所を設置した松永小学校へ次々と避難しました。

炊き出し 
大なべで作る５００人分の
豚汁 

避難所受付 
仮避難所ごとに色テープを腕に
貼り自治会をグループ分け！

○×クイズ 
知っておきたい命を守る大切
なこと 

松小５年生参加 
自分の命は自分で守ること，地
域の一員としてみんなで助け合
うことの大切さを学びました

土のうの積み方訓練  大雨に備えて被害が少しでも減らせるよう土のうの積み方を学びました 

土のう作製 
小さな力も協力すれば，大き
な力に！

応急担架作製 
いざという時には毛布と竹
を使って
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団体名 今津学区まちづくり推進委員会 代表者 島村 莞爾

(問合せ先) ０８４-９３４-２２０５（今津公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）環境美化活動 (河川清掃７月・９月・３月 本郷川河川一斉清掃 約３,０００人) 

（２）公衆衛生推進活動  

(健康生活教室・グリーンカーテン・ウォーキング 通年 今津公民館 延べ５００人) 

（３）安心・安全活動 (安全パトロール通年・学区防災訓練１１月２５日 約５００人) 

（４）人権啓発活動  (ふれあい公演会１１月４日 今津小学校 約３００人) 

（５）高齢者福祉活動 (今津公民館)  

(ふれあい昼食会 年４回・福祉弁当３月・もちつき交流会１２月 延べ５００人) 

（６）地域福祉活動（男の料理教室 奇数月第３木曜日 今津公民館 延べ１２０人） 

（７）地域福祉活動 

（花咲か塾・しめ縄・高齢者の居場所づくり 通年 今津公民館・Ｍ亭 延べ５００人）

（８）子育て支援活動 

  （毎月 1 回 げんきっズ広場（おもちゃの病院 奇数月）今津公民館ほか延べ５００人）

（９）青少年育成活動 （今津公民館） 

  （子どもの居場所づくり「めだかの楽校」自習・体験活動 福大交流 延べ６００人） 

（10）ほたるの夕べ（６月２日 長波会館前河川敷 約１，０００人） 

（11）学区民運動会 （１０月２１日 今津運動場 延べ３，０００人） 

（12）今津町ふれあい文化祭（１１月４日 今津小学校 約１，２００人） 

（13）まちづくり推進委員会運営事業 

  （広報活動・定例会・まちづくり交流会 通年 今津公民館 延べ５００人） 

（14）地域まちづくり計画に基づく事業 

  （情報発信事業ほか 通年 今津公民館 延べ３００人） 

 地域課題解決にむけてまちづくり計画事業と連携して“情報発信”をテーマに取組む中で，

幅広い年齢層の協力を得ることができた。 

 引き続き，持続可能なまちづくりに向けて各事業を支える人材の世代交代と新たな人材発

掘・育成や行事の見直しが課題となる。 

おもちゃの病院「ほたるの夕べ」でホタマンと大合唱

事業内容

成 果

課 題
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＜歴史とともに辿る今津マップ完成＞  

・８，０００部印刷し，全戸配布のほかにも 

今津小学校・保育所・図書館・西部市民 

センターなど，広く配布した。 

・マップ看板を公民館の外壁面に設置。 

  ・マップを活用して，公衆衛生推進委員会と 

共催で３世代交流ウォーキングを実施。 

「今津宿探索コース」を巡り，今津の歴史に想いをはせた。 

＜広報の充実＞ 

“住民目線の新聞づくり”をめざして， 

今年度，３回の行事報告集を全戸配布。 

　同時進行で写真・コメントなどを入れ

た壁新聞も作成。 

広報誌（紙面）については，得意分野 

（パソコン）を生かし，ボランティアの 

人材育成につなげた。 

＜ＳＮＳ活用＞ 

インターネットを活用して，情報発信と情報共有 

をめざし“ＳＮＳ学習会”を開き，スマートフォン 

やパソコンから，どなたでも参加できる「福山西部 

・今津地域情報」を立ち上げた。  

 （現在グループ参加者数 ７９人） 

【地域まちづくり計画推進事業】

“情報発信”をテーマに，マップ作り・広報の充実・ＳＮＳ活用に取組ました
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団体名 神村学区まちづくり推進委員会 代表者 倉田 昌明

(問合せ先) ０８４-９３３-２９１３ （神村公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）自主防災事業 

・防災研修会    （６月１６日 神村公民館 ５８人） 

・学区自主防災訓練 （１１月２５日 神村小学校 約５００人） 

（２）福祉活動事業 

・一人暮らし支援 （１１月２１日 神村公民館 １２０人） 

・健康体力づくり （５月６日 神村小学校 ７８人） 

・いきいきサロン （２月２０日 瀬戸老人福祉センター ２７人） 

（３）公衆衛生事業 

・環境づくり（ごみの分別） （２月 学区内 全戸） 

・食生活改善啓発活動    （１月２４日 神村公民館 ３０人） 

（４）高齢者交流事業  

・グラウンドゴルフ大会 （８月２７日 松永運動場 １５０人） 

・ペタンク大会 （１１月６日 松永運動場 １３０人） 

・ブロック別交流会   （１１月１５日～３０日 神村公民館ほか ３３０人） 

（５）各区対抗スポーツ大会 

・バレーボール大会   （７月１日 びんご運動公園体育館 約４００人） 

・ソフトバレーボール大会（１１月４日 尾道長者原スポーツセンター 約２５０人）

（６）安全パトロール事業  （通年 学区内通学路 延べ２,６００人） 

（７）ふれあい活動事業   （通年 神村公民館 延べ１,０２３人） 

（８）郷土芸能保存事業   （７月～１２月 神村小学校 ８５０人） 

（９）青色防犯パトロール活動 （通年 学区内パトロール 延べ３６０人） 

（10）地域文化事業 

   ・歴史文化講演会  （８月１日 神村公民館 ３７人） 

   ・歴史文化訪ね歩き （１２月１６日 今津本陣跡，高諸神社ほか ３５人） 

（11）まちづくり健康推進事業 

   ・ペタンク大会    （５月２０日 松永運動場 １７１人） 

   ・グラウンドゴルフ大会 （７月３日 松永運動場 １５３人） 

   ・ターゲットバードゴルフ大会（８月１９日 松永運動場 １１５人） 

（12）広報紙発行 （年４回（５，８，１１，２月） 神村公民館 全戸） 

（13）神村歴史散策ウォーク （１１月１８日 学区東部エリア １２０人） 

（14）コミュニティ育成（一斉清掃活動） （９月 学区１７自治会 １,７２０戸） 

（15）納税推進事業     （９月～１１月 神村学区内） 

（16）まちづくり推進委員会運営事業 （通年 神村公民館） 

土のうづくり

段ボールの間仕切り

歴史散策
ウォーク

事業内容

ふれあい活動事業
しめ縄づくり

ターゲット
バードゴルフ大会
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  民主団体や地域住民の協働による自主的・主体的な活動を実施することで，学区住民の

ふれあいと親睦を深めることができた。そして，地域の課題解決や活性化を図るための意

識を高めることができた。 

  まちづくり活動が活発に行われている中で，持続可能なまちづくりに向けて人材の発掘

と育成に取り組んでいきたい。 

【地域まちづくり計画推進事業】

「学区ふれあいまつり」を実施しました。

成 果

課 題

小学生による郷土芸能の伝承に取り組みました。
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団体名 本郷学区まちづくり推進委員会 代表者 横山 典好

(問合せ先) ０８４-９３６-１１２３（本郷公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）まちづくり活き活き講座（通年 本郷公民館ほか １６８人） 

（２）子どもチャレンジクラブ（通年 本郷公民館・本郷小学校 ２２７人） 

（３）広報紙「本郷川」発行（年６回 本郷公民館 奇数月） 

（４）環境美化啓発・本郷川ばら花壇整備事業（通年 本郷川流域・河川敷 ４００人） 

ほたる観賞会（６月９日 本郷川 １２３人） 

（５）健康づくり事業 グラウンドゴルフ（６月・１０月 本郷川河川敷 ５９人） 

ノルディックウォーキング（１２月８日 本郷町内 １８人） 

（６）まちづくり映画会「この世界の片隅に」（６月１６日 本郷小学校体育館 １５２人）

（７）本郷ふるさと夏まつり（８月１４日 本郷小学校 ７００人） 

（８）本郷文化芸能祭（１１月３日・４日 本郷公民館・本郷小学校 ４００人） 

（９）本郷文化交流会（１月２０日 本郷コミュニティセンター ２５０人） 

（10）研修事業（１１月２９日 ４２人） 

（11）自主防災事業（防災訓練）（１１月２５日 本郷小学校 １２０人） 

（12）福祉活動事業（通年 ２月１７日 訪問活動「まごころ宅急便」１１８人） 

（13）講演会事業「防災と人権」（３月２３日 本郷公民館 ４０人） 

（14）体育育成事業 まちづくり町民体育大会 （５月２７日 本郷小学校 ７００人） 

          まちづくり町内一周駅伝大会 （１月１日 本郷町内 ４００人） 

（15）コミュニティ育成事業（通年 各町内） 

（16）まちづくり推進運営事業（通年 本郷公民館） 

（17）地域まちづくり計画に基づく事業（通年 本郷町） 

 各行事を通じて，各種団体が協働し地域住民との融合により，少しではあるが地域活性化 

のための意識を高めることができた。 

少子高齢化の中，次世代リーダーの人材育成を進め，各事業の企画立案に工夫をこらし参

加者をさらに増やす必要がある。 

活き活き講座 しめ縄飾り作り 子どもチャレンジクラブ いももち作り

事業内容

成 果

課 題
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本郷学区

自主防災訓練を開催しました！！

【体育育成事業・健康づくり事業】

紹介します！～わたしたちのまちづくり～

自主防災訓練 炊き出し

２０１８年度の防災訓練では，炊き出し訓練と土嚢作り，救命講習を行いました。

自主防災訓練 土嚢作り

様々な行事を通して，体力づくり，世代間交流をはかりました。

まちづくり町民体育大会 まちづくり町民体育大会

ノルディックウォーキング まちづくり町内一周駅伝大会
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団体名 柳津学区まちづくり推進委員会 代表者 津田 光之

(問合せ先) ０８４-９３３-４２１６（柳津公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）町民体育大会   (５月２７日  柳津小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ  １，５３６人) 

（２）いきいき教室   (通年     柳津町内ほか         ６２３人) 

（３）精霊盆踊り大会   (８月１３日  柳津小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ    ５５０人) 

（４）文化祭 (１１月４日  柳津小学校，柳津公民館 ８４５人) 

（５）とんど祭り (１月２０日 慶応浜埋立地 ４５０人）

（６）青少年見回り活動 (通年     柳津町内ほか １９６人) 

（７）安全・安心 我が家の防火教室 (１１月２５日 柳津小学校  １７１人) 

（８）生活支援事業   (通年     柳津公民館ほか １２１人) 

（９）環境美化推進事業 (通年     柳津町内，柳津公民館  ６３５人) 

（10）安全啓発事業   (通年     柳津町内ほか ４５５人) 

（11）防災教室 (１１月２５日 柳津小学校  １７１人) 

(12) やないづ 広場  （通年     柳津公民館        ７９人）

 (13) まちづくり推進委員会運営事業（通年      柳津公民館             ) 

各行事を通して，各種団体や地域住民による，自主的，主体的な活動を展開するなかで，

地域の課題解決や地域の活性化に向けた意識の高揚を図ることができた。 

少子高齢化と人口減少が進むなか，行事の参加者が固定化及び減少化傾向にあるため，事

業内容の検討や，積極的な広報周知活動を行う必要がある。各役員が高齢化している中で，

まちづくり活動を将来へ継続していけるよう役員，リーダーなどの人材発掘や人材育成が必

要と考える。自主防災訓練・防災教室の参加者は毎年一定しているが，今まだ災害の危険に

対する認識が低調であることや，要支援者の具体的対応等，解決すべき課題は多い。 

事業内容

成 果

課 題

町民体育大会 精霊盆踊り大会 文化祭 
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【地域まちづくり計画推進事業】

紹介します！～わたしたちのまちづくり～

町内の史跡や神社仏閣を載せた看板「柳の

里さんぽ路」を公民館前の道路ぎわに設置。

また，各史跡には，より分かりやすく関心を

持ってもらえるよう，「いわれ」などを書い

た「案内看板」を設置しました。町民には，

親しみの持てるわかりやすい看板と好評で，

柳津に愛着と誇りを持ってもらえました。

町内にある柳津公園に新設したばら花壇

に，柳津小学校栽培掲示委員会の児童と自治

会役員などの町民が協力して，ばらの苗木３

２本を植えました。小学生にばらの植え方や

ばらの名前など伝えながら楽しく作業するこ

とができました。花の咲く美しい公園は，住

民の目が行き届いている場所として不審者を

近づけない防犯対策としても期待できます。

ばらの咲く公園が散歩コース，憩いの場にな

ればとの思いを込めて作業をした子どもたち

には，より地域に愛着を持ってもらう取組と

なりました。

その２ 柳津公園にばらを植えました！！

その１ 柳の里さんぽ路・史跡案内看板設置！！

その３ 防犯カメラ設置！！

町内の橘神社入口に防犯カメラを設置しま

した。防犯カメラの設置を一歩として，安全・

安心なまちづくりをめざし，より一層，防犯

意識を高めていきたいです。



((問合せ先)０８４-９３５-７４８９（金江公民館）
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団体名 金江学区まちづくり推進委員会 代表者 前田 貴洋

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）ふれあいクラブ  (５月～３月  金江公民館ほか ７７６人) 

（２）体力維持活動   (６月，１０月 金江学区内  １０２人) 

（３）虫送り事業        ( ６月１７日 金江学区内  ４５０人) 

（４）金江ふれあい広場     ( ８月１４日 盆踊り大会 金江小学校 ７００人) 

（５）視察交流研修   (１０月１８日 金江学区外   ２７人) 

（６）グラウンドゴルフ大会   (１０月２１日 金江小学校  １１５人) 

（７）健康ウォーキング大会   (１１月１８日 金江学区内   ７８人) 

（８）クリーン運動   (１１月１１日 金江学区内  ３００人) 

（９）文化祭 (１１月３・４日金江小学校  １，５００人) 

（10）とんど祭り        ( １月１９日 金江学区内  ３５０人) 

（11）ボランティア活動事業   (通年     金江学区内) 

（12）防災訓練 (１１月２５日 金江学区内   ６７人) 

（13）コミュニティ育成事業   (通年     金江学区内) 

（14）まちづくり推進委員会運営事業  (通年  金江公民館) 

 ・自治会をはじめ各種団体等と連携を図りながら地域の活性化に向けた事業を実施し， 

  若い世代をはじめ多くの住民が参加し交流ができた。 

 ・事業への参加者は年々増加傾向にある。 

 ・団体間の連携を図り，幅広い世代が交流できるよう地域の活性化につながる事業として

展開していく必要がある。 

・持続可能なまちづくりに向けて，人材の発掘と育成が課題となる。 

 ・まちづくり事業の認知度が低い。そのため魅力あるまちづくり事業の推進に努める必要

がある。 

虫送り事業 とんど祭り 

事業内容

成 果

課 題
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川の清掃と鯉の放流をしてから１０年が経過して，川の汚れも目立ち始めま 

した。そこで，川の景観を取り戻し再び町民みんなの憩いの場にしようとみん 

なで清掃活動に取り組みました。 

   見守り活動用の「ビブス」を着用して， 

児童の登下校に合わせて子どもと一緒に 

歩いたり，通学道路上で子どもたちを見 

守ったりしています。 

【地域まちづくり計画推進事業】

ボランティア活動事業

畑の草刈り，さつまいもの苗植付け，ばら花壇のお世話など年間を通じてボラ

ンティアの方々とともに事業を実施しました。 

環境美化運動 [なかよし川の清掃]

【子ども見守り活動】

「ばら花壇コンクール」今回， 優
秀賞（二度目）を受賞しました。 

休耕田の畑の草刈り，さつまいも苗
の植付け 

ばら花壇の手入れ，入魂！ 
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団体名 藤江学区まちづくり推進委員会 代表者 増田 博

(問合せ先) ０８４-９３５-７４０１（藤江公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）憩いの広場づくりとコミュニティ活動   （通年 旧藤江小学校跡 １,０００人) 

（２）町内一斉清掃美化作業   （５月２７日・９月２３日 藤江学区内  １,７００人) 

（３）スポーツ教室       （６月  ２日～９月１５日 １０回  バドミントン教室 

               藤江小学校体育館 延べ２０６人） 

（４）人形劇                    （  ６月  ６日 藤江保育所遊戯室       ４２人） 

（５）フラワーロード作戦        （  ６月１７日・１１月１８日        ２００人） 

（６）藤江町サマーフェスティバル （  ８月１３日 藤江公民館 横広場  ７５０人） 

（７）教育講演会                （  ９月２８日 藤江小学校ランチルーム ３３人） 

（８）クリーン作戦               （１０月２０日 藤江学区内          １５０人） 

（９）文化行事                 （１０月２０日 藤江小学校体育館      ４６人） 

（10）藤江町文化祭               （１０月２８日 藤江公民館及び横広場 ５５０人） 

（11）自主防災活動               （１１月２５日 ９単位自治会  

各集会所・クラブ  ３６４人） 

（12）コンサート                （ １月１２日 藤江保育所        ４０人） 

（13）まつながカープヂェー（学区連携事業）  (  ２月  ３日     延べ７,０００人） 

(14）まちづくり推進委員会運営事業（通年 藤江公民館　　　　　　　　 　７００人）

協働のまちづくりを推進するため，各種団体や地域住民による自主的・主体的な活動を 

実施することで，地域の課題解決や地域の活性化を図るための意識を高めることができた。 

行事の参加者が固定化し，高齢化が進んでおり，より多くの住民参加を促進できるような

対策に取り組んでいきたい。 

サマーフェスティバル

事業内容

成 果

課 題

憩いの広場
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今年度は通常の避難訓練に加え，避難行動要支援者の避難訓練と土嚢作り訓練を 

行いました。 

各地域集会所で車いす体験をした後，避難所である藤江公民館の駐車場まで移動 

し，公民館横のグラウンドで，消防団の指導のもと土嚢作りをしました。 

６月と１１月の年２回，県道沿いのフラワーポット 

および各自治会の集会所周辺のプランターに花の植え 

替え作業をしています。  

作業前にはまちづくり推進委員会の役員で県道の草 

刈りもしています。 

藤江学区自主防災活動

春季・秋季フラワーロード花の植え替え

土嚢作り訓練のようす

フラワーポットへの植付け 

春季…ポーチュラカ            秋季…ビオラ 
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団体名 東村学区まちづくり推進委員会 代表者 伊藤 武彦

(問合せ先) ０８４-９３６-０６００（東村公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）男の料理教室 (５月２９日，６月２６日，７月３１日 東村公民館 延べ２１人) 

（２）野外研修   (１０月２４日 安芸高田市 ３９人) 

（３）町民運動会  (５月２７日 東村小学校グラウンド 約２００人) 

（４）町内ソフトバレーボール・卓球大会 (８月２５日，９月１日，９月８日 

                   東村小学校体育館 延べ１００人) 

（５）町内グラウンドゴルフ大会 （２月２４日 東村小学校 約６０人） 

（６）公衆衛生活動事業  （町内一斉清掃；５月２０日，９月９日  

              空き缶等散乱ごみ回収；６月３日，８月４日，１２月８日， 

                         ３月１９日 延べ２２０人 

              児童による環境啓発ポスター作成 

              不法投棄抑止鳥居修理） 

（７）青少年育成事業   （講演会；１１月３０日 東村小学校 ３１人 

              演奏会；１月２６日 東村保育所 ２３人） 

（８）夏祭り盆踊り大会  （８月１４日 東村小学校 延べ３００人） 

（９）かかし祭り （１２月２日 東村小学校 延べ２，０００人） 

（10）自主防災活動事業  （防災訓練；１１月２５日 各単位自治会クラブ 

               延べ１３５人）  

（11）かかしの里まちづくり事業（鳥獣対策；防護柵設置２月１７日 大谷地区， 

防護柵補修 通年   町内一円） 

（12）広報紙発行事業   （３回発行；６月，１０月，２月 各４７０部） 

（13）ふれあい広場    （計９回 東村公民館ほか 延べ１４７人） 

（14）第７５回かかし祭り基金 （２０２０年開催予定） 

（15）まちづくり運営事業 （通年） 

 それぞれの事業は，ほぼ例年行っており，地域 

住民への周知は図れている。中でも，伝統行事と 

して継承しているかかし祭りは，町外・市外から 

も多くの観客があり，盛大ににぎわっている。 

 地域の少子高齢化・過疎化とともに，参加者及びスタッフの高齢化もすすんでおり，新た

な人材発掘・育成が課題である。 

防災訓練のようす

事業内容

成 果

課 題
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第２６回東村町夏祭り盆踊り大会

を開催しました！！

連日３５℃前後の猛暑が続いた２０１８年の

夏も，８月１４日に行いました。 

 幸い心地良い風が吹く中，盆踊りの輪には子

どもからご年配の方，また海外から研修生とし

て在住の若者も参加されていました。 

 今回初めての「盆踊り・ダンシングヒーロー」

は，速いテンポでも覚えやすく，皆さん楽しく

元気に踊っていました。 

やぐらを囲んで踊りました。

子どもたちが絵を描いてくれた

灯篭を，たくさん置きました。

カラオケ大会には，強者ばかり。

保育所の子どもたちも一生懸命踊って
くれました。

夏祭りにも模擬店は不可欠です。

小学生の『東村ソーラン』も

伝統になりました。

多くの参加者で賑わいました。

恒例の打ち上げ花火。



団団体名 高西町まちづくり推進委員会 代表者 寺岡 和泉

(問合せ先) ０８４-９３４-３１７２ （高西公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）町内・藤井川一斉清掃活動 ( ６月 ３日 藤井川・町内        ９２人) 

   啓発看板修理再生・設置  ( ６月１７日 藤井川・町内        ２７人) 

   全町一斉クリーン作戦   (１０月２８日 藤井川沿い         ９７人)  

（２）ふれあい講座 

①めだかくらぶ (５回      延べ１２７人) 

②楽習サロン (４回      延べ ４１人) 

③元気サロン (５回      延べ ８９人) 

④キッズ☆サマークラブ (３回      延べ ３５人) 

（３）高西町夏まつり      ( ８月 ４日 高西公園        約４００人) 

（４）高西町民運動会  (１０月１４日 高西町広場       約２００人) 

（５）第４０回高西町文化祭   (１１月１１日 高西コミュニティセンター約６００人) 

（６）ふれあい交流会  (１２月１６日 高西コミュニティセンター約１５０人) 

（７）健康推進事業       ( ２月２４日 高西コミュニティセンター  ４８人) 

（８）交通安全啓発推進 (交通安全啓発横断幕作成) 

（９）人権啓発事業 

    ①視察研修       (１２月 ４日 人権を考える集い      ４７人) 

    ②高西町人権を考える集い( １月２０日 尾道防災センター      ２２人) 

（10）防災訓練 (１１月２５日 全町          約１００人) 

（11）広報紙 (機関紙「ふじいがわ」発行（９回）行事ポスター発行) 

（12）まちづくり運営事業    (通年) 

（13）まちづくり計画  (高齢者の居場所づくり) 

さまざまな行事を地域住民や各種民主団体の協働で実施することができ，子どもから高齢

者までが参加し集うことで，世代間交流することができた。 

人間関係の希薄化が進む中で地域力が低下してきているので，人と人とのつながりを大切

にした地域づくりを進めていく。 

ふれあい講座 めだかくらぶ 視察研修

事業内容

成 果

課 題

夏まつり
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☆☆第４０回高西町文化祭☆～多文化共生～

【地域まちづくり計画推進事業】

紹介します！～わたしたちのまちづくり～

☆川尻お茶しよう会☆（地域交流サロン）

出演者の皆さん

 高西町文化祭は本年４０回を迎えること

となりました。文化祭のメインステージで

は「多文化共生舞台」として様々な国の文

化に触れながら，みんなで心をひとつにつ

ながりました。 

地域の子どもたちと踊りの

練習をして今年は文化祭にも

出演し，テーマの「絆」づくり

の一歩となりました。

 川尻自治会では，高

齢者の居場所づくり

として，誰もが寄り集

まれる交流サロンを

開いています。 

子どもたちのダンス

天気の良いときは，外のカ

フェ風テラスで，まったりお

しゃべり。

室内では，みんなで体操の

DVDを見ながら運動をして

います。

踊りも衣装も

とても素敵でした♡

 外の出店もたくさんの

人で賑わいました！
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