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教育文化部会で、“こけ玉”を作りました �

《投稿者：教育文化部会長 中森 美加子》

第 188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

１１月６日（土）、教育文化部会で、こけ玉作りに

取り組みました。まず材料集め、各自事前に苔や

植物を準備していたのですが、「みんなで山に

行こう！」と、田代池あたりまでの山道沿いで苔

や植物を採取しました。

色づき始めた山々に目を見張り、時を忘れ

堂々と流れ落ちる白藤の滝には心の洗われる思

いがしました。又、手入れの行き届いた滝までの

道周辺、白藤滝保勝会の方々や地域の皆様方の

おかげと本当に清々しくありがたく思いました。

『あ～いやされたわ…！』

市民センターでのこけ玉作りでは、皆真剣そのもの、思い思いのこけ玉が完成！！

『よかった…』作品は壬生野祭りに展示をします。又、地域の施設にも置かせて頂きた

いと考えています。こけ玉についての皆さんのアドバイスを頂けたら嬉しく思います。

よろしくお願い致します。



◇伊賀市議会との地域意見交換会を行いました◇

11 月 10 日（水）、壬生野地域まちづくり協議会と伊賀市議会の地域意見交換会が開催されました。

今回のテーマは、昨年 3月に広報いが市に掲載された『支所のあり方に』に絞って意見交換しました。

市議会からは、山下議員（班長）、川上議員、釜井議員、赤堀議員の 4名が出席し、壬生野地域からは

亀井会長を始め、各地区区長（まち協幹事）及びまちづくり協議会役員等 14 名が出席しました。

冒頭、経過と現状を出席議員から報告を頂き、『本件については、昨年２月に行政から支所廃止案が

示されたが、地域への説明が不十分であったとして、本年 5月に旧阿山郡１１自治協から、支所廃止案

撤回についての請願が提出され 6月議会で可決。現在はゼロベースである』と説明されました。

壬生野地域からは、現状どおり市民が不便にならないようにして欲しい。地域から行政機能がなく

なると交通手段がない。市街地との交通格差が大きくなる。市民センターで証明発行が出来なくなり

自治センター化になると行政が遠ざかる。市管理の街路灯の移管・廃止の説明があったが交通安全・

防犯対策の妨げとなる。伊賀支所は耐震がなく危険である。支所だけでなく本庁のスリム化はどうか。

支所には多業務を担当できる職員配置を。消防機材・人材の増強など多くの意見が出されました。

年末の環境美化活動を実施します (^^♪

１２月５日（日）午前中に毎年恒例の、壬生野地域一斉の年末環境美化活動（壬生野地域まちづくり

協議会生活環境部主管）を実施します。地域の皆様のご協力を宜しくお願いします。

◇実施日時 ：

（＊詳細の実施時間は各地区区長さんの指示に従ってください）

◇集合場所 ： 各地区の指定場所

◇活動内容 ： 各地区内の公共用道路・河川等のごみ拾い

◇分別方法 ： 集めるゴミは、燃えるゴミ類、金属類（スチール缶

・アルミ缶）、びん類、ペットボトル類（汚れたペット

ボトルは燃えるゴミ類）に分別して下さい。

＊はさみ、軍手（ゴム手袋）は各自で準備をお願いします。

＊当日、雨天の場合は中止とします（各地区区長さんでご判断いただきます）



爪のお手入れ健康講座が開催されました♪♪

10 月１２日（金）、壬生野地区市民センターホールにおいて、いがまち公民館主催（壬生野地域

まちづくり協議会 健康福祉部会後援）で、『爪のお手入れ健康講座』が開催されました。

今回は、とくに足の爪の健康についての講座で、『爪は何のためにあるの････？』、『爪を切る

タイミングは･････？』、『爪切りの選び方は･････？』などの疑問を解説。また、足の爪の正しい

切り方と整え方についてもお話がありました。間違った切り方は、巻き爪や陥入爪の原因になる

場合があり、地面を踏みしめる際に力が入らず、転倒や歩行障害の原因にもなるとのことです。

伊賀警察署による青色防犯パトロール

実施者講習会が開催されました

１１月１７日（水）、壬生野地区市民センターにおいて、まちづくり協議会防犯防災部会所管の青色

防犯パトロール委員（2021 年度委員 56名）の更新・新規の講習会が開催されました。

壬生野地域では、児童生徒下校時の見守りや、夜間の防犯パトロールを週 1回実施しています。

コロナ禍で、一時休止をしておりましたが、実施者証交付手続きが完了次第再開します。

⻘⾊防犯パトロールとは、⾃動⾞に⻘⾊回転灯を装備して、地域の防犯のために⾃主的に⾏
うパトロールのことです。⼀般の⾃動⾞に回転灯を装備することは法令で禁⽌されています
が、警察本部⻑から⾃主防犯パトロールを適正に⾏うことができるという証明を受けること
で、⾃動⾞へ⻘⾊回転灯を装備することが認められています。警察官のように法的権限はあり
ませんが、犯罪の防⽌に大きな効果が期待できます。



◎当面のスケジュール
月 日（曜日） 行 事 名 摘 要

12 月 1 日（水） 広報誌等発送日（12 月号） コミュニティ壬生野 188号発行

12 月 1～10 日 年末の交通安全県民運動 街頭啓発 12月 1日、12 月 10 日

12 月 2 日（木） 第 5回地区市民センター所長会議 伊賀支所

12 月 3日（金） 差別をなくすいがまちの集い いがまち人権センター

12 月 5日（日）
壬生野地域年末の環境美化活動

＊全ての世帯の方のご協力をお願いします。
壬生野地域全域

12 月 7日（火） 第 9回役員会 壬生野地区市民センター

12 月 10 日（金） 第 4回男女共同参画部会 壬生野地区市民センター

12 月 15 日（水）
第 1 回壬生野地域福祉ネットワーク会議

（全役員・防犯防災部会・健康福祉部会）
壬生野地区市民センター

12 月 15 日（水） 第 5回人権同和部会 壬生野地区市民センター

12 月 28 日（火） 広報誌等発送日（1 月号） コミュニティ壬生野 189号発行

12 月 28～30日 消防団年末夜警巡視 ＊市主催の行事は中止します

1 月 1 日（土） 第 54 回霊山初詣登山大会 霊山保勝会ほか

1月 5日（水） 第 5回地域自治推進会議 伊賀支所

1 月 9 日（日） 伊賀市消防出初式 ＊市主催の行事は中止します

1 月 9 日（日） 2022 年成人式 旧ふるさと会館いが小ホール

1月 11 日（火） 第 10 回役員会 壬生野地区市民センター

未 定 文化財防火デー消防訓練 伊賀分団第 3部

1月中旬 第 2回壬生野小学校防犯ネットワーク会議 防犯防災部会主催

1月下旬 壬生野地域総合防災訓練先進地視察研修 防犯防災部会主管

2月 1 日（火） 広報誌等発送日（2 月号） コミュニティ壬生野 190号発行

2月 3日（木） 第６回地区市民センター所長会議 伊賀支所

2月上旬 人権同和問題地区別懇談会最終報告会 壬生野地区市民センター

2月中旬 第 11 回役員会（第 5回運営委員会） 壬生野地区市民センター

2月 25 日（金） 第 4回いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

3月 1 日（火） 広報誌等発送日（3月号） コミュニティ壬生野 191 号発行

3月 1～７日 春季全国火災予防運動

3月 3日（木） 第６回地域自治推進会議 伊賀支所

3月 13 日（日） 三重県消防大会 三重県総合文化センター

3月 19 日（土）
健康ウオーキング（熊野古道）

＊2月 1 日配布の組回覧で募集予定

健康福祉部会主催

（応募多数の場合は抽選となります）

＊このスケジュールは 11 月 24 日現在の情報で作成していますので、最新の情報をご確認ください。

◇◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せください。 ◇◇◇◇

壬生野地域まちづくり協議会 広報誌事務局 ＴＥＬ:45-8900

まちづくり協議会からのお知らせ♪


