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壬生野地域全域でクリーン作戦を実施しました！
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今回の、クリーン作戦は環境月間の1日を“いがまち環境美化デー”と定めたもので、壬生野地域では管内

全域を対象として実施しました。この活動を主管する生活・環境保全部会では、年間計画として不法投棄

が多い場所の監視パトロールの強化や啓発看板の設置・確認などを必要に応じて行うこととしています。

６月５日（日）早朝より、壬生野地域全域でクリーン作戦を

実施しました。壬生野地域管内の名阪国道側道や県道・市

道・農道・住宅団地内道路沿い、河川・用排水路などにポイ

捨てされた空き缶や空きビン、ペットボトルや可燃ごみを収集

するとともに住宅内空き地の草刈も行い収集した約 400 ㎏の

ごみは、当日中にさくらリサイクルセンターに搬入しました。

壬生野地域では、年末と合わせて年２回の環境美化活動

を実施しており、今回は環境月間（不法投棄監視ウイーク）と

併せてクリーン作戦を実施しました。各自治会長の指揮のもと

子供からお年寄りまでがボランティアとして参加頂き、壬生野

地域の新たな交流の場となっています。



６月１６日（木）午前、満開を迎えた“西之澤ノハナショウブ”の群落で、壬生野小学校３年生の皆さんが

花のスケッチをしました。当日は、群落を管理されている居附さん、伊賀白鳳高校 生物資源科の皆さん、

伊賀市教育委員会文化財課の皆さん、壬生野地域まちづくり協議会役員の皆さんをはじめ、地元の皆さん

もたくさん参加されました。また、報道機関の取材もあり、児童の皆さんの元気な明るい声が飛び交うなか、

盛大に行われました。まず初めに、生物資源科生徒の皆さん（６名）から、ノハナショウブの歴史・特徴等の

説明があり、その後、お気に入りの花が咲いている場所にちらばりスケッチを楽しみました。

何回も書き直して色塗りまで出来なかった子もいましたが、学校に戻ってから今日のことを思い出しながら、

手直し完成させるのでしょう。出来上がりが楽しみです。教育文化・スポーツ部会では、この群落の保全活動

に積極的に関わっていくべく、昨年から群落の草刈り・草引き、株分け作業に参加しています。

今年も、5月 14 日〜6月 5日の間の 6日間、延べ 15 人の部会員の皆さんに、草刈り・草引き作業に

参加頂きました。今後、株分け作業にも参加する予定です。

・・・最後に花言葉より・・・

ハナショウブ全般の花言葉は、”うれしい便り”とのこと。児童の皆さんはじめ、今回の観察会に参加された

全員に”うれしい便り”が届くことを願います。もう届いているかな！？

ノハナショウブには、もう一つ“大人の付き合い”という花言葉もあります。「キリっとした端整な立ち姿」と「花

弁がすっきりとした原種の小花の姿」から来ているとのこと。

児童の皆さんが、大人になって、地元を離れても、今日の観察会のことを思い出し、ノハナショウブの保全

活動に何らかの形で付き合ってくれることを期待しています。

《投稿者：教育文化・スポーツ部会長 西 浩一》



壬生野地域防災講演会のご案内 (^^♪

壬生野地域では、2020 年度〜2022 年度の 3 ヶ年、伊賀市の“キラッと輝け！地域応援補助金” を

活用するとともに、伊賀市防災危機対策局をはじめ支所、消防本部東分署など市の指導を受けながら、

壬生野地域総合防災訓練事業を展開しています。この間、壬生野地域ではコロナ禍のなか規模を縮小

するなどして防災講演会や先進事例研修、HUG、避難訓練や避難所運営訓練などを実施してきました。

過去 2年間の訓練のなかで、避難訓練における安否確認の重要性（安否確認シートの活用）や自主

防災組織の機能、拠点避難所や指定避難所、公民館等での避難所開設など、様々な課題が洗い出さ

れてきています。このような壬生野地域の防災課題解決のヒントを得ることを目的に下記のとおり、防災

講演会を開催します。まちづくり協議会役員・委員、各自治会幹部・各種委員をはじめ自主防災組織、

消防団の皆さんは勿論のこと、一般の皆様のご参加をお待ちしています。

夏休み“壬生野子ども講座”開設のご案内

みぶのの こどもたち よっといで ～

壬生野地域まちづくり協議会では、夏休みに “子ども講座”を２講座を開設します。

参加募集の用紙は壬生野小学校を通じて児童の皆さんに送付させていただきました。

いづれも先着順となっていますので、お早めに壬生野小学校に提出してください。

壬生野子ども講座①
子ども俳句教室

日 時：2022 年 7 月 26 日(火)午前 10 時～正午

場 所：壬生野地区市民センターホール

講 師：芭蕉翁献詠俳句児童生徒の部選者 岡島 千秋さん

募集定員：先着 15 名（小学生）

参 加 費：無 料（筆記用具、俳句手帳、飲み物などは各自ご持参ください）

壬生野子ども講座②
子ども木工教室

日 時：2022 年 8月 18 日(木)午後 2時～午後 4時

場 所：壬生野地区市民センターホール

講 師：吾郷 進さん（山畑区在住）

募集定員：先着 16 名（小学生）

参 加 費： 材料代 200 円（飲み物などは各自ご持参ください）

壬生地域防災講演会

日 時 ： 2022(令和４)年 7月 23 日(土) 午前 10時〜正午(受付：午前 9時 30分〜)

場 所 ： 壬生野小学校体育館

講 師 ： 三重大学 大学院工学研究科 准教授 川口 淳 さん

演 題 ： ①避難所運営について

（仮 題） ②壬生野地域の防災課題解決へのヒント



◇7月〜8月のスケジュールをお知らせします。

月 日（曜日） 行 事 名 摘 要

７月 １日（金） 伊賀市広報配布日（コミュニティ壬生野 195 号配布）

７月 ４日（月） 第３回生活・環境保全部会 壬生野地区市民センター

７月 ６日（水） 第２回地域自治推進会議 伊賀支所

７月 ６日（水） 第３回人権・男女共同参画部会 壬生野地区市民センター

７月 ８日（金） 第３回三役会 壬生野地区市民センター

７月 ８日（金） 第１回いがまち人権センター解放講座

７月 ９日（土） 壬生野地域総合防災訓練事業 先進事例研修

（地域安全部会・関係部会長・役員による研修）

浜郷地区まちづくり協議会

伊勢市防災センター

７月１０日（日） 第２６回参議院議員通常選挙 各投票所

７月１１日（月）

〜２０日（水）

夏の交通安全県民運動

（各自治会役員・まちづくり協議会役員による街頭指導）

管内主要交差点街頭啓発

11 日（月）・ 20 日（水）

7月１３日（水） 壬生野小学校防犯ネットワーク会議(第３回地域安全部会) 壬生野地区市民センター

7月１３日（水） 第４回役員会 壬生野地区市民センター

7月１６日（土） 不法投棄監視パトロール 生活・環境保全部会

7月１９日（火） いがまち合同区長会 （各地区区長及びまち協役員） ふるさと会館いが

7月２３日（土） 壬生野地域総合防災訓練事業 防災講演会

講師：三重大学准教授 川口 淳 さん

壬生野小学校体育館

＊各種委員要請・一般参加可

７月２５日（月） 第３回産業振興・交流部会 壬生野地区市民センター

７月２６日（火） 壬生野子ども講座① 子ども俳句教室 教育文化・スポーツ部会主催

７月２６日（火） 第１回人権リーダー研修会 ふるさと会館いが

８月 １日（月） 伊賀市広報配布日（コミュニティ壬生野１９６号配布）

８月 ４日（木） 第３回地区市民センター長会議 伊賀支所

８月 ５日（金） いがまち青少年夏季夜間パトロール いがまち青少年を育てる会

８月１０日（水） 第３回運営委員会（終了後 第５回役員会） 壬生野地区市民センター

８月１８日（木） 壬生野子ども講座② 子ども木工教室 教育文化・スポーツ部会主催

８月２０日（土） 第４７回いがまち人権・同和教育研究大会 あやま文化センターほか

８月３０日（火） 第２回人権リーダー研修会 ふるさと会館いが

◇第 2回運営委員会（６月１０日開催）で計画された今後のスケジュールをお知らせします。

月 日（曜日） 行 事 名 摘 要

１０月１５日(土)

〜１６日(日)

第１７回壬生野まつり開催

（搬入： １４日１３：３０〜 搬出：１６日１３：３０〜）

壬生野地区市民センター

教育文化・スポーツ部会主幹

１０月１６日(日） 壬生野地域グラウンドゴルフ大会 【募集５０名】 壬生野若者会議主催

１０月２９日（土） 健康ウオーキング（熊野古道） 【募集４０名】 健康福祉部会主催

１１月 ６日（日） 壬生野地域総合防災訓練（壬生野小学校ほか） 地域安全部会主幹

１１月下旬 第３３回滝山渓谷紅葉まつり 白藤滝保勝会主催

１２月 ４日(日) 壬生野地域環境美化活動（年末の一斉清掃） 生活・環境保全部会主幹

＊このスケジュールは 6月２４日現在の情報をもとに作成しています。変更となる場合がありますのでご了承下さい。

◇◇◇ 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事務局 ＴＥＬ:45-8900

まちづくり協議会からのお知らせ♪


