民生委員・
児童委員が改選される

上佐伯区

鹿谷区・
加茂の坂町
東前 佐和子（
新任）

大石 冨士子（
再任）

藤野 照雄 再任・
総務）
(
竹岡 克子（
再任・
副総務）

長、田中・
桂川両府議会議員等多くの来賓を迎え、小学生が

当日は寒さが厳しいながら晴天に恵まれ、竹岡亀岡市教育

長、林亀岡消防署長、中井亀岡市消防団副団長の激励

湯浅副市長、竹田副議長、田中府議会議員、門総務部

されております。二八日には亀岡市及び消防本部から、

年末特別警戒は例年、この三日間に、亀岡市全域で実施

多数参加する中、バートウォッチング、餅つき大会のイベントが

を受けました。

盛大に開催されました。

実施されました。

年を迎える事が出来たことに感謝致します。

関係各位による懸命の特別警戒活動により、無事に新

でのバードウォッチング、御霊神社に於いてのゲーム実施、神社

子どもたちは、午前九時の開会式参加後、上佐伯出山地区

の説明を聞いた後、学校グラウンドに戻って餅つき大会に参加

なお、年末特別警戒体制については次のとおりです。
【
警戒体制】
／
／
／

し、出来たてのお餅に舌鼓を打つなど、楽しい一日を過ごしま
した。
本イベントに協力いただきました、子ども「
心の教育」
推進委
員会の構成団体、協力団体の皆様、誠に有難うございました。

30

（
平成二五年十二月一日）

天川区
齊藤 知江子（
再任）

「
年末特別警戒」
が実施される
（
平成二五年十二月二八～三十日）
薭田野町の更なる安心・
安全を守るため、平成二五年末の、
十二月二八日～三十日にかけ、自治会、防犯推進協議会、消

29

平成二十五年十二月、民生委員・
児童委員の改選が実施され、
次の方々に今後三年間お世話になることが決まりました。
なお、担当地区等は次のとおりです。（
順不同・
敬称略）

奥条区・
宮ノ奥町
大石 紀代美（
再任）

《
民生委員・
児童委員》

下佐伯区
稲荷 千登勢（
再任・
会計）

西佐伯区・
芦ノ山区

柿花区
（
新任）

松井
石山 耐子（
再任）

務

太田区
《
主任児童委員》
中部地区全域
なお、平成二五年十一月末で

石田 冨美子様（
天川区担当） 堤 鈴代様（
太田区担当）
が退任されました。
長きに渡りお世話になり誠にありがとうございました。

「
歩いて知ろう 田野町」
薭
が開催される （平成二五年十二月二三日）

田野町」
が昨年十二月二三日に

28

Ｈｉｅｄａｎｏ
ＴｏｗｎＴｉｍｅｓ

薭田野町（
薭田野小学校区）
子ども「
心の教育」
推進委員会が 防分団、
薭田野駐在所、消防纏会及び各区が一体となって年
末特別警戒を実施しました。
主催する「
歩いて知ろう
薭

12

・自治会３役・上佐伯区長
・太田区長・鹿谷区長
・芦ノ山区長・西佐伯区長
・防犯推進委員・消防分団
・駐在所

・上佐伯区・下佐伯区
・天川区・太田区
・鹿谷区・柿花区
・奥条区・芦ノ山区
・西佐伯区

12

・自治会３役・上佐伯区長
・上佐伯区・下佐伯区 ・下佐伯区長・天川区長
・天川区・柿花区
・柿花区長・奥条区長
・奥条区・西佐伯区
・防犯推進委員・消防分団
・駐在所

12

・自治会３役・全正副区長
・防犯推進委員・消防分団
・消防纏会・駐在所

・上佐伯区・下佐伯区
・天川区・太田区
・鹿谷区・柿花区
・奥条区・芦ノ山区
・西佐伯区

日

自治会動員体制

各区警戒体制
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消防出初式を実施
（
平成二六年一月十二日）
平成二六年の新年を迎え、最初の行事である消防出初め式
が、一月十二日実施されました。

平成二五年度 心
人権研修会が
｢の教育」
開催される （平成二六年二月二三日）
平成二五年度「
心の教育」
人権研修会が平成二六年二月二三
日、亀岡市立人権福祉センター（
ミルキーウェイ）
に於いて竹岡
亀岡市教育長、田中・
西村両市議会議員を来賓として迎え開
催されました。
午前十時の開会式に引き続き、
薭田野小学校五・
六年児童に
よる「
狂言［
菌（
くさびら）
］
」
、
薭田野小学校児童、南桑中学校
生徒による「
人権作文の発表」
で感銘を受けた後、現在社会問
題となっている「
少年犯罪とインターネットの弊害について」
を
テーマとした亀岡警察署生活安全課 早川 慶様による講演を

当日は各区から五名程度、学校関係・
ＰＴＡ関係、各種団体

いただき、内容の充実した研修会となりました。

れ、昨年九月二九日に調査を受けた市長表彰「
纏（
まとい）
」

関係の参加により総勢約一五七名規模となり、児童・
生徒の素

当日は午前九時から亀岡市主催の式典が亀岡会館で実施さ

を受賞しました。式典後、全参加者による市中行進、南郷公

青少年の防犯には父兄、学校、地域が一体となり取組む事の重

園での一斉放水を実施した後、当自治会館へ戻り、十二時三十 晴らしい発表に感動するとともに、亀岡警察署の講演により、
分から、田中・
西村両市議会議員を来賓として迎え、自治会

会だった」
との声を多く聞けました。

様ありがとうございました。

薭田野小学校児童、南桑中学校生徒、及び亀岡警察署の皆

大さを改めて教えていただき、参加者からは「
素晴らしい研修

三役、全区長、各種団体長、消防纏会等出席の下、「
薭田野町
消防出初式並びに纏表彰披露式」
を実施しました。
なお、受章しました「
纏」
については自治会館本館正面玄関に
展示していますので、ご覧頂きたいと思います。

佐伯鉱山線が整備されます

市道佐伯鉱山線が路肩の崩れ等で道路幅が狭く、

交通に支障を及ぼしていたことから、自治会より拡幅要

望を提出していた結果、平成二五年十二月より工事が

開始されました。

この道路は近年、
薭田野町から大井町、千代川町方面
への抜け道となっており、著しく交通量が増加していまし

た。

特に通勤・
通学時間帯に於いては非常に危険な状態と

なっていました。

本工事は総延長一二四メートルに渡り拡幅工事が実施

され、完成は平成二六年三月末となっています。

この工事の完成により交通の安全が図られるものと期

待しています。

各 区 の 動 き
天 川 区
◆防災訓練を実施
平成二五年十一月二四日 天川区児童公園に於いて防災訓

練が実施されました。

当日は
薭田野町消防分団の協力を得て、区民一二十余名が
参加し、①初期消火②土嚢作り③放水演習が本番さながらに

緊迫した中、実施されました。
訓練終了後、餅つき、うどん作りが行われ、参加者全員に振る

これまでは手狭であったので、総会は自治会館を借用していたこ
とから出席者数が減少傾向になっていましたが、これを機に多数
の方々に出席して頂けることを期待しています。
そして平成二五年五月二六日に集会場の披露をし、七月より
毎週第一土曜日に老人会の集会を実施されており、老人相互
及び地域コミュニケーションの基地として活用されています。

太 田 区

◆「
『
京都ギネスに挑戦！』
二〇一三」
で栄えある一位を受章
太田区「
四人五脚」
チームは「
第二八回
薭田野町民大運動会（
Ｈ
・ ・ ）
」
で優勝し、亀岡市民総合体育大会スポーツフェスティ
23

して認められ、それを称え平成二六年一月十一日、島津アリー

この記録は平成二五年度における京都府全域で最優秀記録と

いて一分四二秒三七の好記録を出し見事第一位となりました。

10

ナ京都（
京都府立体育館）
に於いて表彰式が開催され、山田京都

以前はとても狭く、集会場として十分機能していなかった集

を大変喜んでいるとともに、これからもスポー

太田区民の力を結集し、好記録が出たこと

府知事より表彰されました。

会場が、前区役員と町内有志の方々のご尽力で、より広く新

ツを通して健康の増進、地域のコミニュケーショ

着工は、未だ雪がちらつく平成二五年一月から休日を返上 ンの活性化を図って行きたいと思っています。
して造っていただきました。

25

舞われ、地域の安心・
安全の推進、コミニュティーの推進が図れま

小学児童集団登校中の列に車が突っ込むという痛ましい大事
故を教訓小学児童集団登校中の列に車が突っ込むという痛ま
しい大事故を

バル「
京都ギネスに挑戦！二〇一三亀岡大会（
Ｈ ・ ・ ）
」
に於

13

した。また今後、緊急時に対応すべく非常用備蓄米の耕作につ
いても取組むこととしました。

芦ノ山区

10

たに生まれ変わりました。

◆集会場がリニューアル

25
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上佐伯区

◆「
若宮神社遺跡」
ワークショップ
開催される

平成二五年九月十六日に京都地方を襲った台風十八号

により、若宮神社境内地が崩落し、その場所から平安時

代後期から鎌倉時代初期の土器類が出土し「
若宮遺跡」

として登録されました。

この崩落地の復旧に際し、当自治会、亀岡市教育委員会、

若宮神社協賛による、土器類採集のワークショップが平成

二六年二月十六日、二月二三日、三月一日の三日間に渡

り開催されました。

三日間とも厳寒の日となりましたが、亀岡市内はもち

ろんのこと、京都府・
大阪府各地から多数の参加者が集い

ました。

参加者は約八百年前の遺物に触れ、当時の暮らしぶり

に思いを馳せ、歴史の一ページを知ることができた喜びを

感じていました。

ひえだのTｏｗｎＴｉｍｅｓ
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暗いところ、たて看板などとっさに身
を隠すものがあるところ。
路地の入り口付近。
民家の軒下、離れや倉庫の裏付近。
物置、空き家など。
駐車場、様々な場所が狙われるので注
意しましょう。

空き家、物置などは鍵をかけ、破損
している箇所は修理する。外出や、
就寝時には戸締りを確認する。隣近
小学児童集団登校中の列に車が突っ込むという痛ましい大事
所で放火の防止について話し合いを
故を教訓小学児童集団登校中の列に込むという痛ましい大事
する。留守にするときは隣へひとこ
故を と声をかける。燃えるシートはかけ
ない。

荷物は置いたままにしない。
燃えるゴミは指定袋で収集日の朝に
出す。

平成26年亀岡市出初式が1月12日（日）に行われました。
薭田野分団は40名が亀岡会館での式典、南郷公園付近で
の市中パレードに参加致しました。昨年9月29日に調査を受
けさせて頂いた亀岡市長表彰『纏(まとい)』を、亀岡市長よ
り授与されました。
同日、12時30分より自治会館に於いて市議会議員、自治
会三役、全区長、各種団体長、消防纏会等の出席のもと、
「纏表彰披露式」を実施しました。
なお、「纏」は薭田野町自治会、玄関に飾っておりますの
で、ぜひご覧ください。

各 種 団 体 か ら のお 便 り

年間五回計画しているうち、最後の廃品回収事業を、平成二

本年度最後の廃品回収事業を実施

青少年育成協議会からのお知らせ

か

位に基づき順位決定戦を実施しました。

包括支援センターからも職員の出席を得て、参加者全員

た。

準優勝＝柿花区

六位＝太田区

三位＝鹿谷区

参加者からは「
認知症にならない為には、どうすれば良

症について正しい知識を有する人材であるとの事でした。

認知症サポータとは、特別な事をするのでは無く、認知

五位＝芦ノ山区

優勝＝下佐伯区
四位＝上佐伯区

いのか」
との質問に対して、誘引の一つとも考えられる生活

今年度も、園芸研究家の上西政次氏を講師として招き、

（
平成二五年十二月八日）

寄せ植え講習会が開催される

地区社会福祉協議会からのお知らせ

研修会となりました。

教えてもらい、非常に有意義な

こと、認知症の人との接し方も

いての正しい知識が共有できた

今回の講座により認知症につ

の話が有りました。

に外へ出て交流する方が良い」
と

な教室に参加するなど、積極的

を生かしたり、運動したり、様々

不活発症があり、引きこもりや何もしないのではなく趣味

八位＝奥条区

薭田野生涯学習センターで実施しました。当日は、ビデオを

ラブより総勢三十名の参加を得て平成二五年十二月十六日、

認知症サポータ養成講座を老人クラブ主催で、各町老人ク

を証する橙色の腕輪を授与される

三十人に「
認知症サポータ」

老人クラブからのお知らせ

七位＝西佐伯・
天川区合同チーム

なお、対戦成績は次のとおりです。

ら多数の参加者があり、楽しい大会となりました。

当日は「
子ども心の教育推進委員会」
の事業後であったことか に「
認知症サポータ を｣証する橙色の腕輪を授与されまし

小学児童集団登校中の列に車が突っ込むという痛ましい大事
故を教訓小学児童集団登校中の列に込むという痛ましい大事
故を
対戦は二グールプに分け、リーグ戦を実施後、グループでの順

行うドッチボール）
」
での対抗戦で行いました。

亀岡市役所からも高齢福祉課いきいき支援係、亀岡市地域

たれ、豊富な経験に基づき非常に解り易い講演であった。

しく、和やかな講習会となりました。

また、参加者同士で相互の作品の寸評等を話し合い、楽

視聴した後、講師による認知症の実態についてお話を伺いまし 寄せ植え講習会を平成二五年十二月八日、
町民スポーツ大会開催
薭田野生涯学
習センターに於いて開催しました。
た。
平成二五年十二月二三日、「
歩いて知ろう 田野町」
のイベ
会場には色とりどりの花が準備され、参加者五四名は上
講師は認知症キャラバンメイトの西垣久敬氏で、同氏は
薭
薭田
ント終了後、引き続いて
西先生に活発に質問し、熱心に取り組まれた。
野小学校の卒業生でもあり、千歳町「
三愛の里訪問介護事業
薭田野小学校体育館に於いて、町民ス
ポーツ大会を開催しました。
参加者は、それぞれ自分の個性を出し素晴らしい作品を
所」
の訪問介護管理者で、介護福祉士、介護支援専門員、認知
競技種目は近年人気がある「
ドッチビー（
フライングディスクで 症ケアー専門士、福祉住環境コーディネータ二級の資格を持
作り上げ、まるで展覧会の様な華やかさとなりました。

体育振興会からのお知らせ

ます。

に、シッカリ縛って分別して頂きますよう、ご協力をお願い致し

回収作業がスムースに実施出来るよう

ダンボールとなっています。

古雑誌、ボロ布、アルミ缶、スチール缶、

すが、回収可能となっている物は古新聞、

町民の皆様方は既にご承知と存じま

協力をお願いします。

年度も引き続き実施致しますのでご

皆様のご協力を感謝するとともに次

活動費等で使用させていただきました。

本年も事業収益で小学校図書、小学校コミュニティスクール

六年三月九日に実施しました。
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パターン４

石田 武夫自治会長

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）・吉田恵子（青少協）・塩尻知己（体振）・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）

編集委員

編集委員長

【
編集後記】
平成二五年度から、初めて取り組みました自治会広報
紙「
タウンタイムズ」の発行でしたが、町民の皆様いかがで
したでしょうか？
広報紙発行については、全員未経験者で構成した編集
委員で作り込み致しましたので当初、年四回程度発行す
る予定が、三回となり、また誤記入、記載漏れなど、不備
な点が多々あったと思いますがお許し下さい。
来年度からは、少しでもバージョンアップするよう取り組
んで行く所存です。
これからもご愛読よろしくお願いします。
また、内容等でご意見がありましたら自治会へご連絡下
さい。お待ちしています。

広告の応募待って
いますよ～！！

これからの行事予定
◆平成二五年度戦没者追悼式

平成二六年三月二一日

◆新年度の行事予定は、現時点未定ですので
決定次第、広報することとします。

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。
（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

友愛訪問活動の実施
（
平成二五年十二月二四日）
薭田野町在住で、六五歳以上の一人住まいの方々に素晴
らしい新年を迎えて頂く一助として、民生・
児童委員及び
薭
田野小学校児童の協力を得て、友愛
訪問活動を実施しました。
小学校児童からの「
心のこもったメ

！
！
縦４．２ｃｍ×横６．０ｃｍ

い
・自治会では一切、
手を加えません

ッセージ」
を添付し、納豆菓子、新米
一キログラムを民生・
児童委員の皆
様により届けて頂きました。
受け取られた方は子ども達のメッ
セージに感激し、お礼の電話を小学
校に掛けていただくなど、心温まる贈
り物に感謝されていました。

広
（注）
・広告内容等は全て御社で
告
縦８．５ｃｍ
作成して下さい
×横４．５ｃｍ
・自治会では一切、手を加え
募
小学児童集団登校中の列に車が突っ込むという痛ましい大事
ません
故を教訓小学児童集団登校中の列に込むという痛ましい大事
集
（注）
パターン２
故を
・広告内容等は全て
中
御社で作成して下さ
パターン１
縦４．２ｃｍ×横４．５ｃｍ

パターン３
パターン３

（６）
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