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壬生野地域まちづくり協議会は、今年度から委員会組織を再編成するとともに、新たな実行委員会を発

足させました。そして各実行委員会のメンバーが決まり、いよいよ活動を開始しました。一生懸命頑張り

ますので地域の皆様どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

運 営 委 員 
                                    

                                   

                                サロン運営実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

広聴・広報実行委員会                     

                                 教育・文化実行委員会 

 

 

                  人権・同和実行委員会 

        

 
 
 

 

 

                          

第59号 

壬生野地域まちづくり協議会 

〒519-1424 伊賀市川東 4539 番地の 4 

壬生野地区市民センター内 

Tel：(45)8900 ・ Fax：(45)8901 

E-mail  tokimeki@ict.ne.jp  

URL  http://www.mibuno.net 

誰もが幸せに自分らしく 
輝いて生きよう。 

タイムリーな情報提供と親しめ 
る紙面作りを目指します。 

前号で紹介しました役員（運営委員を兼務）のほか下記の 
方々が運営委員をお務めいただきます。 

ぬくもりのある中で人を育み、 
心おどる壬生野の文化を創造 
しょう。 

福永 英子 希望ヶ丘区 

溝川 千代 川西青葉台区

奥井 周璽 川東区 

森川 恵子 山畑区 

坂口 一昌 西之澤区 

落合 純司 西之澤区 

松生 一夫 希望ヶ丘区 

木村 仁茂 希望ヶ丘区 

山本 芳広 希望ヶ丘区 

中森 克次 希望ヶ丘区 

永岩 一男 川西青葉台

奥井 正昭 春日丘区 

岡本 常夫 ヤマギシ会 

米野 滋基 山畑区 

ちょっと一休み。 
心も身体もリフレッシュ!! 

山下  豊 

山本 眞司 山畑区 

山畑区 

増森 和吉 川東区 

界外 吉弘 川東区 

森口 真伸 川西区 

山本 恵史 西之澤区 

松生 一夫 希望ヶ丘区

富田  隆 希望ヶ丘区 

山本 芳広 希望ヶ丘区 

和田 孝輝 西之澤区 

五百田秀子 川東区 

中林 正則 山畑区 

服部ひとみ 川東区 

福岡 光善 川西区 

西口 廣義 希望ヶ丘区 

金子 淳子 ヤマギシ会 

中林 正則 山畑区 

奥井 周璽 川東区 

福西 清重 川西区 

落合 淳子 西之澤区 

岡本 拓也 希望ヶ丘区 

相原 昌巳 希望ヶ丘区 

川端 俊昭 川西青葉台区 

藪田きみ子 春日丘区 

岡野 充樹 ヤマギシ会 

岸  則和 壬生野小学校 

（敬称は略させていただきます。） 
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空き巣に 
 

壬生野地域管内で『空き巣、窃盗』が相次いで発生しました。 

空き巣ねらいを防止するために我が家の盲点をチェックしましょう。 

 

チェック①･･････戸、ドア、窓には２つ以上の鍵をつけていますか。 

        開錠に 5 分以上かかると泥棒は侵入をあきらめ、10 分以上 

        だと退散します。 

チェック②･･････家の周りに自転車など置いてありませんか。 

          身近にある物を足場にして上階の窓からも侵入します。 

チェック③･･････ゴミ出し（短時間）の時でも戸締まりしてますか。 

        ゴミ出しついでに近所の人と立ち話して、ついつい危険な時間を作ってしまいます。 

チェック④･･････帰宅が夜になるとき、明かりを 
つけて出かけていますか。 

               夜、室内に明かりがついていない家は留守の 
しるし。空き巣に格好の標的です。 

 
              チェック⑤･･････留守するとき、置き鍵をして 

いませんか。 

        郵便受けの中や植木鉢の下は、隠し場所として 

泥棒にとっては常識の常識です。 

 

 

守り合う地域       みんなの目で、 
                                                   みんなの声で 
 ふだん地域で見かけ 

ない人には 
「こんにちは！」         外出するときには 

「なにかご用ですか？」       お隣 ご近所に 
の一声を。         「よろしくネ！」の一声を。 

    

     鍵かけ、声かけ、気にかけて。 
 

 

 

 

編 集 後 記 

 田植えが終わり、その苗の緑が勢いを増して来ました。秋にはたわわに実ったお米が収穫できることを願わ

ずにはいられません。畑ではいちごがおいしそうに真っ赤になっています。また、スイカ、カボキャなど夏野

菜の苗が日に日に大きく育っています。植物が育ち元気になれる季節ですね。 

◇◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せ下さい。 ◇◇◇◇ 

壬生野地域まちづくり協議会 広聴･広報実行委員会  TEL：45－8900 
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           鳥獣害対策実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうだ! 県指定の天然記念物「ノハナショウブ」を観に行こう。  

西之澤平池周辺に約 2000 株以上が群生しているノハナショウブは、 

三重県の天然記念物に指定されています。土地所有者の丹精な育成・保護の 

おかげで今年も綺麗に咲くことでしょう。そこで、まちづくり協議会の定番と 

なりました鑑賞会を行いたいと思いますので多くの方のご参集をお待ちします。 

なお、当日は壬生野小学校の児童と一緒に行う予定です。児童とのふれ合いを 

通して自然の大切さ、優しさを語りかけていただければ、よい社会教育となる 

のではないかと考えています。 

現地に駐車場がありませんから、壬生野地区市民センターにお集まりいただき、徒歩（ウォーキング

を兼ねて）にて移動し、少時間滞在後、午前中に帰着する予定です。（雨天の場合は中止です。） 

★実施日：6 月 11 日(金) 10：00 

壬生野小学校 3 年生児童が野外活動として 

参加してくれます。〔教育･文化実行委員会〕 

                  

 

 

 

 

 

6 月 6 日は、区民運動会ラッシュ!! 山畑区・川東区・西之澤区で開催。  

                        山畑区では 6 月 6 日、日曜日、午前 9 時からに恒例の区民運動会を山

畑農事集会所北側の山畑運動場で開催する予定です。 

                             田植えが終わったこの時期に、農休みの意味を込めて区民が一堂に集ま

り、テント、トラック、フィールドに歓喜の声が響きわたり、一日いい 

                       汗かいて親交を深めています。壬生野地域の皆様、是非遊びにおこし下 

                       さい。           注：西之澤区は、午後からの開催です。 

大切に育てた農作物を力合わせて守りましょう。 

森川 幸生 山畑区 

米野 滋基 山畑区 

西口 文世 川東区 

五百田昭徳 川東区 

福西 清重 川西区 

居附 茂和 川西区 

藤堂 敏朗 西之澤区 

高橋 久男 西之澤区 

奥田  潔 希望ヶ丘区 

一柳 幹夫 希望ヶ丘区 

川端 俊昭 川西青葉台区 

山舗 政夫 春日丘区 

宮田 清孝 春日丘区 

平島  進 ヤマギシ会 

健康・福祉実行委員会からお知らせ 

７月４日 壬生野名所めぐりウォーキングを行い

ます。気軽にできる健康づくりを始めませんか。 

くわしくは、6月中旬にご案内させていただきます。

皆様の多数のご参加をお待ちしています。 
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   生活・環境実行委員会             健康・福祉実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

                                              女性活動実行委員会 

   産業・交流実行委員会 

 

 

 

 

 

                                             

                              

 

 

 

防犯・防災実行委員会 

 

 

        

ふれ合い、支え合う。健康と福祉のまちづくりを目指しま
す。 

田園と、ホタルとひばりの里 
そんな壬生野を守りましょう。 

人、自然とふれあい、活力の 
あるまちづくりを進めます。 

セフティネットで信頼と安心・安全な壬生野の里にしょう。 

女の感覚、目線で住みよい壬生 
野のまちづくりを目指します。 

岡森 幸雄 山畑区 

北出 和美 川東区 

金谷 滝男 川西区 

家喜 新吾 西之澤区 

木村 仁茂 希望ヶ丘区 

山出  功 希望ヶ丘区 

奥井 正昭 春日丘区 

藤森 光儀 山畑区 

山中  亮 山畑区 

上野 哲治 川東区 

中森 孝幸 川東区 

界外圭得子 川東区 

平地 章昌 川西区 

居付恵美子 川西区 

落合 純司 西之澤区 

池町 幸子 西之澤区 

光武 力男 希望ヶ丘区 

藪田きみ子 春日丘区 

星野 日先 川西青葉台区 

三根 秀男 川東区 

山本 敏行 川西区 

家喜 徳司 西之澤区 

中森 克次 希望ヶ丘区 

杉本 精平 希望ヶ丘区 

山舗 政夫 春日丘区 

奥井 正昭 春日丘区 

西口 規博 ＪＡ伊賀北部 

北村 節子 山畑区 

森川つや子 山畑区 

森川 恵子 山畑区 

北出 和美 川東区 

居附 睦美 川西区 

塚脇 千恵 川西区 

池町 幸子 西之澤区 

落合 淳子 西之澤区 

川人 幸子 希望ヶ丘区 

松尾 節子 希望ヶ丘区 

富永美代子 川西青葉台区 

藪田きみ子 春日丘区 

金子 淳子 ヤマギシ会 

森川 幸生 山畑区 

西口 文世 川東区 

福西 清重 川西区 

藤堂 敏朗 西之澤区 

坂口 一昌 西之澤区 

奥田  潔 希望ヶ丘区 

広崎 琢司 希望ヶ丘区 

川端 俊昭 川西青葉台区 

山舗 政夫 春日丘区 

宮田 清孝 春日丘区 

岡本 常夫 ヤマギシ会 


