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平成二五年度地域懇談会開催される

奥条方面への道路延伸及び関連道路の拡幅整備 ②太田区七ｍ

出席のもと、
薭田野町自治会館に於いて開催されました。
主要議題として、①太田区七ｍ道路の鹿谷区・
柿花区そして

長、副会長、各区長、各種団体長及びＰＴＡ関係者等十七名が

長、湯浅・
勝見両副市長、各部長等十七名、当町からは自治会

平成二五年度地域懇談会が七月二四日、亀岡市から栗山市

（
七月二四日）

Ｈｉｅｄａｎｏ
ＴｏｗｎＴｉｍｅｓ

出演）
、盆踊り大会、作品展示 （
絵画、書道、絵手紙）及び各

を迎え、カラオケ大会（
来賓三名、各区二名、合計二一名の

当日は勝見副市長、田中・
桂川両府会議員等の多くの来賓

である八月十五日に自治会広場で盛大に開催されました。

恒例となりました「
ひえだの町夏まつり」
が、佐伯灯籠の翌日

（
八月十五日）

「
ひえだの町夏まつり」
盛大に開催される

道路の速度制限道路標識整備 ③
薭田野神社・
忠魂碑前道路
の拡幅整備等について白熱した議論が交換されました。

ひえだのTｏｗｎＴｉｍｅｓ
（１）

ポップコーン、スーパーボール、あてもん、ＰＫゲーム等）

種団体主催による夜店 （
たこやき、かき氷、たこせん、

・
亀岡市本部会場訓練（
月読橋グラウンド）
に参加（
五名）

しています。

災状況を把握し、早期復旧に向け精力的に亀岡市と折衝

が自然の猛威に力及ばずとなりました。自治会としても被

て徹夜の警備、パトロールを実施し被害の防止に努めました

くの被害が発生しました。消防分団、自主防災会も協力し

下浸水、河川の損傷、道路の陥没、山崩れ、林道損壊等多

雨となり甚大な被害を被り、当町も田畑冠水は無論、床

京都地区を襲った。亀岡市に於いても二百ミリを超える豪

十五日から断続的に降り続いた雨は記録的な豪雨となり

九月十六日に近畿地方を襲った台風十八号により、
薭田
野町自治会エリアに於いても多くの被害を受けました。

（
九月十六日）

台風十八号で多くの被害を受ける

の更なる向上が大いに図れ、実りある演習となりました。

参加されたメンバーは訓練に真剣に取組まれ、防災意識

①避難所開設訓練②消火器取扱訓練を実施しました。

・
地域拠点訓練として
薭田野町自主防災会を中心に消防
分団の協力のもと約六五名が参加し、

の出店協力によりバラエティーに富んだ催物となり、多くの
町民が夕涼みを兼ねて参加していただき夏の一夜を楽しく
過ごしてもらうことができました。
開催のご協力有難うございました。

亀岡市総合防災訓練開催される
（
八月三一日）
平成二五年度亀岡市総合防災訓練が「
防災意識の向上
と知識の習得で防災力を強化する」
を統一テーマとして、
八月三一日早朝から正午まで実施されました。
・
早朝（
六時三十分）
から亀岡市と各自治会（
当自治会）
との情報伝達訓練を実施

（２）
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薭田野消防分団 亀岡市長表彰調査
（
優秀表彰まとい）
を受ける

避難誘導訓練・
初期消火訓練・
炊出し訓練を合同実施し、
薭田野町が一体となり調査を受け、調査関係者から「
感
銘した」
との言葉をもらいました。
今後とも消防分団を中心に自治会、自主防災会、各種
団体が力を合わせて当町の安心・
安全に尽力致しますので
町民各位の絶大なるご支援・
御協力をお願い致します。
なお、表彰調査模様は次ページで掲載しております。

秋晴れの下「
第二八回
薭田野町民大運動会」
が開催される

が台風十八号の襲来により延期を余儀なくされました。

楽しみにされていた皆様に少しでも報いるため、約一．五ケ

月遅くなりましたが十月二六日にホテル渓山閣で開催され

ました。

本年度敬老会対象者は四二八名の内、参加者は百二十二

名となり出席率は約二九％となりました。

当日は勝見亀岡副市長、田中

衆議院議員、田中・
桂川両府会

議員等が来賓として出席してい

ただき、中部保育所園児、

過ごされました。

者も大満足され、楽しい一日を

露・
カラオケ大会の実施で参加

徒による素晴らしい演技の披

田
（
十月十三日） 野小学校児童、南桑中学薭
校生

例年なら九月下旬開催となっていましたが、今年は当町

（
九月二九日）
当町の安心、安全を常に守ってもらっている
薭田野消防分団
が、日ごろの消防活動を通して培った団結力、規律、迅速性、

消防分団の亀岡市長表彰調査日と重複することから十月

秋晴れの十月十三日、
薭田野小学校グラウンドに於いて
「
第二八回町民大運動会」
が開催されました。

消防技術等が亀岡市内各分団と比較して、著しく優秀と評

開催となりました。
選手各位は地元区の名誉をかけ、盛大な応援を受けて熱

価されていることから本年度に於いて亀岡市長表彰調査（
優
秀表彰まとい）
を受けることとなりました。

を図ることができました。

戦を展開され、スポーツを通じて地域コミュニティの活性化

至るまで熱帯夜の中、約三十回に渡り厳しい訓練を実施し、

詳細については別項目で「
各種団体からのお便り」
で掲載し

七月上旬から、各自仕事を持ちながら夜八時から深夜に

九月二九日に調査を受け、「
極めて優秀」
との最高評価を受

ております。

移りました。
総合成績は次のとおりです。
優勝＝下佐伯区 準優勝＝柿花区

例年なら九月十六日の「
敬老の日」
に開催していた敬老会

（
十月二六日）

約一．五ケ月遅れの敬老会開催される

第三位＝天川区

なお、総合優勝は四年ぶりに柿花区から下佐伯区へと

けました。
当日は亀岡市長を始め、亀岡市幹部、府会議員、市会議員
中部広域消防組合幹部、亀岡市消防幹部、亀岡市内各分団
幹部、地元出身消防長等約百三十名を来賓として招待し、
地元より自治会役員（
会長、副会長、各区長）
、自主防災会
構成メンバー、「
まとい会」
構成メンバー、
薭田野町各種団体
メンバー、消防分団員婦人、及び各区からの女性協力者、主
任児童委員、民生委員児童委員、
薭田野小学校児童、亀岡
作業所通所者等約百二十名が、火災発見 ～ 通報訓練・

（3）
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亀岡市長表彰（優秀表彰まとい）調査
亀岡市消防団薭田野分団は平成２５年９月２９日（日）薭田野小学校グラウンドにて
秋晴れの下、亀岡市長表彰（優秀表彰まとい）調査を受けさせていただきました。
当日は多くの町民の皆様の激励を賜り誠にありがとうございました。
今後も薭田野分団が一丸となり薭田野町の安心安全を守って行く所存です。
皆様のご支援、ご協力宜しくお願い申し上げます。

ひえだのＴｏｗｎＴｉｍｅｓ 平成２５年12月１日発行（第2号）

発行責任者：薭田野町自治会

（4）

薭田野分団は７月から３か月に亘る厳しい訓練を耐え抜き調査当日を迎えました。

自治会の皆様をはじめ各種団体、町民の皆
様のご協力の御蔭で無事に、表彰調査を終
えることが出来ました。『極めて優秀』という
評価を得られたのも団員１人１人の努力と、
薭田野町を挙げてのご支援の賜物と心より
感謝しております。今後もご指導ご鞭撻賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。

発行責任者：薭田野町自治会
平成25年１２月1日発行（第２号）
ひえだのTｏｗｎＴｉｍｅｓ
（５）

各 種 団 体 からのお便 り

娘さん一名が加わっていただき、第二亀岡園を訪問しました。

十月十二日、上・
下佐伯伯寿会の女性会員七名に、会員の

友愛訪問活動 第二亀岡園への訪問

います。

なお、佐伯公民館清掃は、月一回全員が交代して実施して

です。

が、これも私達にとっては楽しい一時

談笑しました。ささやかであります

作業終了後全員で弁当をつまみ、

綺麗に清掃することが出来ました。

くの落葉が有ったが全員力を合わせ、

今年は台風十八号直後でも有り多

ています。

全員に呼びかけ、美化活動を続け

毎年、この時期に於いて伯寿会員

下佐伯は
薭田野神社と佐伯公民館
の草引き・
清掃を実施しました。

上佐伯は御霊神社境内と社務所、

九月十七日朝九時から二時間

地元奉仕活動 神社と公民館の草引き・
清掃

上・下佐伯伯寿会の取組み

老人クラブからのお知らせ

か

娘さんの三味線演奏と会員の音頭で花笠音頭、丹波音頭、
更に炭坑節踊りを披露しました。
亀岡園から約五十名程度の参加が有り、踊りの輪に加わる人
も出て、大きな拍手のもと、盛り上がった演芸会となりました。

天川老人クラブの取組み
五月二八日 研修と親睦とを目的に能勢温泉に日帰り研修
旅行を実施し、二二名が参加し楽しい一日を過ごしました。
（
タウンタイムズ創刊号に掲載済み）

太田老人クラブ寿会の取組み
さわやか教室
七月十五日 第二回「
さわやか教室」
を開催し、太田集会所
に於いて落語を聞き、楽しい一時を過ごしました。
第三回は十二月に開催予定です。
（
第一回は五月二九日に開催済み）
清掃活動
九月十五日 男性会員は缶拾い、女性会員は龍潭寺の草引
き、清掃活動を実施しました。

鹿谷老人クラブ寿鹿会の取組み
寄せ植え花壇作り
清掃活動実施時、協同アンテナ周辺が
常に雑草に覆われていることから、この
一角に花壇を作るべく、土は区からの
提供を受け、会員から色々な花を持ち
寄り六月三十日に花壇作りを実施しま
した。

美化活動

例年実施している九月期の美化活動を

九月二十日に実施、ゴミ収集場所三ケ

所の周辺、公民館周辺の草刈・
清掃を

行うとともに、六月に作った花壇に鶏頭

やコスモス等が綺麗に咲き誇り、花壇の

体をなして来た所に施肥を実施しました。

区民からは喜ばれ、楽しみの場所が出来ました。

写経の会

毎月第一金曜日に「
写経の会」
を開催しています。

つゆのたま

荷風

写経が終わると団欒の時間です。歌の鑑賞などもします。

名も知れぬ 小草の花や

【
会員の歌】

竹岡 和子

窓の外に一輪咲きゐる曼珠沙華
読書のひまの心遊ばす

柿花・柿楽会の取組み

平成二五年度前期（
四月～九月）
事業実施

一．四月三日 公民館内外の清掃、国道・
市道のカン及

びビン等の回収作業実施

作業終了後、総会を開催し事業報告・
決算報告を

実施

二．九月二九日公民館内外の清掃及ビン等の回収作業

実施

（６）
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奥条老人クラブの取組み

「ダイヤモンド婚」記念に母校へ恩返し
会員 稲荷 豊さん
した母校へ何か記念になるものを寄贈したい」
と
薭田野小学
校へ申し出され、学校から「
アンプ付き講演台が欲しい」
との

結婚六十年の「
ダイヤモンド婚」
を記念に「
息子も孫も卒業

①悪質な押し売り訪問販売は相手にしない。
希望を受けられ、七月十七日に本品を

高齢者生活相談と多発する犯罪被害を防ぐ
会員相互の情報網の確立

②怪しい儲け話には決定的な返事はしない。
寄贈された。

次回の回収日は十二月八日を予定しています。暑い中の

つながっています。

います。子供達の読書力も向上し、作文の入選や発表に

た。毎年二百冊程度先生や子供達に選んでもらい贈呈して

廃品回収の収益で今年は小学校に図書と棚を贈呈しまし

残り二回となりました。

恒例となった廃品回収事業も既に三回を終え、本年度は

した。

ご協力の下、無事終える事が出来ました。有難うございま

今年も猛暑の中、去る八月十五日の「
夏まつり」
は皆様の

活動報告

青少年育成協議会からのお知らせ

米寿の春を謳歌されています。 （
村口 素髙）

何時も政子夫人と同伴で出席され、矍鑠（
かくしゃく）
と

れた同氏は、老人クラブ諸行事には、

亀岡市老人クラブ連合会長を務めら

ています。

あい学級」
への活用等、フルに活用され

案されるとともに、老人クラブの「
ふれ

廣瀬学校長は教室での常時活用を考

③多額なお金の支払いは近親者と相談する。
④午後五時以降の外出は明るい服装で必ず反射材のたすき、
リボン等を身に着用する。
⑤各班毎に友愛訪問を月一回実施する。
交通安全講習会
国道三七二号線整備に伴い、沿線地域である奥条区として
は特に十分な注意が必要であることから、交通安全講習会
を十一月十八日に亀岡警察署の出張講習により実施しまし
た。

芦ノ山シニアクラブの取組み
新装となった集会場の披露を兼ね、新役員の選出と今後の会
の進め方について五月二六日打合せ会を実施しました。
◆折り紙講習会
講師 石山 耐子（
薭田野町主任児童委員）
七月六日 七夕を題材とした折り紙
九月七日 中秋の名月を題材とした折り紙
◆園芸物作り講習会
講師 伊藤 繁治芦ノ山区長
八月三日 秋まで楽しむ寄せ植え
花材 ハイビスカス・
アンゲロニア・
ペンタス・
ヘデラ
◆十月十三日 体振役員さんの送迎による町民大運動会
の観戦

回収作業も大変でしたが今度は寒い中、各役員の皆様に

は早朝からお世話になります。

スムーズに作業が進みますように、各分別（
古新聞、古

雑誌、アルミ缶、スチール缶、古着のみで、その他は回収

不可）
を地域の皆様にご協力を頂きながら実施したいと

思っていますので、宜しくお願い致します。

七月七日には第二回グラウンドゴルフ大会を開催致し

ました。グラウンドゴルフクラブの方を中心に子供達も

参加し、ホールインワンも多数出て、盛り上がり楽しい

大会となりました。

八月二一日にはコミュニティの一環とし
薭田野小学校
六年生を対象に学校の先生引率のもと、児童十六名、

大人十七名、総勢三五名で京都観世会館に於いて狂言

を鑑賞してきました。

そしてもう一つ、環境美化作業を実施しました。搬入

された不要物の中にはテレビやバッテリーなどの大型ゴミ

やポリ缶等が沢山有り「
モラルの無い方がいるのだなー」

と悲しくなりました。

年末には毎年恒例の「
歩いて知ろうひえだの町」
を開催

します。今年は御霊神社方面を歩いて野鳥観察を企画

しています。楽しみにしていて下さい。

なお、本年開催したグラウンドゴルフ大会の受賞者を

披露させて頂きます。

冨永 祐子さん
出畑 たつ子さん
上島 龍 さん

平成二五年度 第二回自治会長杯
グラウンドゴルフ大会

・
優 勝
・
準優勝
・
第三位

おめでとうございます。

体育振興会からのお知らせ

総合優勝は下佐伯区
第二八回
薭田野町民大運動会

十月十三日に第二八回
薭田野町民大運動会が開催され
熱戦が繰り広げられました。
当日、午前八時三十分、麻田副実行委員長の開会宣言に始
まり、石田大会会長の挨拶、来賓各位のご挨拶を賜った後、
西佐伯区の倉本寿樹くんの選手宣誓により大会ムードが盛
り上がりました。また、今回は初めての試みとして第二亀岡
体操による準備運動を取り入れることにより、楽しい準備
運動となりました。
なお、運動会の成績は次のとおりです。
【
総合成績】
一位＝下佐伯区 二位＝柿花区 三位＝天川区 四位
＝芦ノ山区 五位＝太田区 六位＝上佐伯区 七位＝
奥条区 八位＝西佐伯区 九位＝鹿谷区

【
種目別成績】
（
三位まで）
▼市長杯「
年齢別リレー」
一位＝下佐伯区 二位＝鹿谷区 三位＝上佐伯区
▼老人クラブ会長杯「
メディシングボールリレー」
一位＝下佐伯区 二位＝芦ノ山区 三位＝柿花区

二位＝太田区 三位＝西佐伯区

▼防犯推進委員会支部長杯「
バケツリレー」
一位＝柿花区 ギ

▼体育振興会会長杯「
ざる引きリレー」
一位＝下佐伯区 二位＝芦ノ山区 三位＝奥条区
▼青少年育成協議会会長杯「
大縄跳び」
一位＝天川区 ギ 二位＝太田区 三位＝柿花区
▼財産区管理会委員長杯「
綱引き」
一位＝天川区 二位＝柿花区 三位＝奥条区・
下佐伯区
▼消防分団長杯「
消防団リレー」
一位＝三部四班（
鹿谷区・
柿花区・
奥条区・
芦ノ山区）
二位＝一部一班（
上佐伯区・
下佐伯区・
西佐伯区）
三位＝二部三班（
太田区）
▼商工会会長杯「
三輪車リレー」
一位＝柿花区 二位＝上佐伯区 三位＝奥条区
▼交通安全協会支部長杯「
大玉転がしリレー」
一位＝芦ノ山区 ギ 二位＝下佐伯区 三位＝西佐伯区
▼「
玉入れ」
一位＝下佐伯区 ギ 二位＝柿花区 三位＝天川区
＊注 ギ ＝ 『
京都・
ギネスに挑戦！二〇一三』
亀岡チャレンジ大会出場チーム

「大縄跳び」

「三輪車競走」

「バケツリレー」

「メディシングボールリレー」

「開会式」

「選手宣誓」倉本寿樹くん（西佐伯区）

「準備体操」

「障害物競走」
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これからの行事予定

◆認知症サポーター養成講座

十二月二三日

十二月十六日

十二月一日

◆年末餅つき大会

十二月二三日

◆民生委員・児童委員委嘱状交付

◆歩いて知ろうひえだの町

十二月二四日

十二月八日

◆友愛訪問

十二月二八・二九・三十日

パターン２
縦４．２ｃｍ×横６．０ｃｍ

（注）
・広告内容等は全て御社で
作成して下さい
・自治会では一切手を加え
ません

パターン３

縦８．５ｃｍ×横４．５ｃｍ

（注）
・広告内容等は全て御社で
作成して下さい
・自治会では一切手を加え
ません

（注）
・広告内容等は全て御社で
作成して下さい
・自治会では一切手を加え
ません

薭田野町自治会
☎〇七七一 二
―二 三
―八四〇

縦８．５ｃｍ×横６．０ｃｍ

編集委員長 石田 武夫自治会長
編集委員
大石慶明（自治会）・美馬俊男（自治会）・中島重明（交対協）
長谷川富男（防犯推進）・木崎貴史（消防分団）・村口素髙
（老人クラブ）・藤野照雄（民生児童委員）・齊藤孝雄（地区
社協）・吉田惠子（青少協）・塩尻知己（体振会）・小西 愛
（子ども会）・藤本泉泰（亀岡市コミュニティ推進員）・髙木麻希
（亀岡市コミュニティ推進員）

【
編集後記】
紅葉も盛りとなり、もう少しすると初霜、初氷の声が聞こ
える時期となりました。インフルエンザも流行っているので町
民の皆様くれぐれも体をお大事に。
初版発行から今回発行までの間、多くの行事が開催されま
したので概要のみ掲載しました。
もう一カ月でお正月です。皆様良き新年をお迎え下さい。

パターン４

◆寄せ植え講習会

◆年末警戒

平成二六年一月十二日

！
！

◆消防出初式

広
告
募
集
中
（注）
・広告内容等は全て御社で
作成して下さい
・自治会では一切手を加え
ません

薭田野町内に事業所等が所在する企業様へ広告を
募集しています。
募集概要は次のとおりです。
問い合わせ・
詳細内容及び掲載費用等は自治会まで。

パターン１
縦４．２ｃｍ×横４．５ｃｍ

「四人五脚」
「綱引き」
「総合優勝 優勝旗授与」
「市長杯授与」

「消防団リレー」
「一発逆転玉入れ」
「大玉転がしリレー」
「年齢別リレー」

（８）
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