
伊保木ぐるみ協議会発足 お花見会も開催 80人が集う 

 4月 10日（日）に伊保木ぐるみ協議会設立総会が開催されました。 

 長尾隆コミュニティセンター館長のあいさつ、来賓の山本直樹市民部長の祝辞に

続き、大嶋浩一さんを議長に選出して議事を進行。アンケートやワークショップで

出された意見を土台に、今まで策定委員会などで議論してきた“伊保木いきいき夢

プラン”や公民館にかわる新しい組織“伊保木ぐるみ協議会”規約など5つの議案

について、地域の方々に承認をいただきました。 

 また、協議会最初の事業であるお花見会では、筍や猪など地域の特産物を使った

料理に舌鼓。カラオケも行われサロン定例化を目指す第1歩として良いスタートが

切れたと思います。今回も楽々号が大活躍。毎度のことながら伊保木らしさを感じ

る1日となりました。 

入学おめでとうございます 

高等学校 東伊保木／佐藤れな さん

今年度 伊保木地区の小学生は1人、中学生はゼロ、高校生は4人です。 
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「協議会会長挨拶」 

 4月 1日より「伊保木公民館」から「伊保木コミュニティセンター」へと名称が 

変わりました。また、地域の皆様の多様なご意見を集約し出来上がったものが 

「伊保木いきいき夢プラン」です。事前準備から1年、30余回に亘る会議を経た 

もので、プラン策定に関わられた皆様及び市地域担当職員には大変ご苦労様でした。 

 いよいよ夢プランの実行です。少しずつ地域が活性化し、住んでいて良かった 

「伊保木の里」を「あなた」と一緒に築いていきたいと思っています。 

伊保木ぐるみ協議会 会長 長尾隆 



平成２８年度 伊保木ぐるみ協議会役員 
 今年度の協議会役員は、次の方です。 

 次頁の年間事業計画を推進するために、各部に色々な隊を設けて実行していきますので、 

みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。 

役   職 正 副 備   考 

会 長 長尾  隆 センター館長 

副会長 

上岡 知雄 五軒屋自治会長 

友光 幹司 東伊保木自治会長 

濱田 俊文 西伊保木自治会長 

梅津 敏英 岩屋自治会長 

理 事 

福祉部 安池まさみ 磯永 修二 

環境部 吉田 信雄 尾中 辰也 

活性化部 古迫登志郎 

広報部長 吉村 常夫 大嶋 祥平 

教育文化部 大嶋 浩一 河内  博 

事務局長 梅津 敏英 

上岡 美江 環境部会 

守岡 和恵 活性化部会 

南 由美子 広報部会 

清廣 直子 福祉部会 

監 事 
友貞  功 

中村  眞 

事務局 
事務局長 梅津 敏英 

会計・事務局員 大嶋 順子 センター職員 

 昨年度の公民館運営委員会から橋本美代子社会教育部部長、友光孝則体育部副部長、 

大山貴宏青少年部部長、吉村常夫公民館主事が退かれました。 

 在任中は、公民館の運営にご尽力を頂き、ありがとうございました。 

「地域担当職員」交代 

 4月 1日付で、地域担当職員が吉永晋太郎さんから塩谷
えんや

政
まさ

広
ひろ

さんに 

交代されました。 

 吉永さんには、コミュニティプランの策定の支援だけではなく、地区 

ソフトボール大会や和楽輪楽一座などで大活躍して頂きました。 

 新天地（福祉保健部高齢者支援課）でのご活躍を祈念します。 

 室積出張所の古迫さんと向井さんには、引き続き、塩谷さんとともに 

地域担当職員としてお世話になります。 

塩谷さん



平成 28年度 年間事業計画 

月 日 曜日 行      事 主     管 

4 
10 日 

老人クラブ総会 老人クラブ 

伊保木ぐるみ協議会設立総会 

お花見会 福祉部 

25 月 フォトコンテスト募集（～10/31） 活性化部 

5 8 日 センター周辺草刈り 活性化部 

6 

5 日 列島クリーン 岩屋地区 

上旬 田植え祭 教育文化部 

19 日 地区球技大会 教育文化部 

7 
初旬 AED講習会 

10 日 クリ－ン光大作戦 各自治会 

8 
14 日 

センター周辺草刈り 活性化部 

盆踊り大会とサロン 教育文化部・福祉部 

15 月 岩屋盆踊り 岩屋自治会 

9 

3 土 三世代グラウンドゴルフ大会 教育文化部 

18 日 敬老のつどい 室積地区社協 

25 日 室積地区大運動会 室積まちぐるみ協議会 

10 
上旬 収穫祭 教育文化部 

30 土 園芸教室「水仙の植栽」 いおき道路見回り隊共催 

11 

12 土 
文化祭準備 教育文化部 

センター周辺草刈り 活性化部 

13 日 
文化祭とサロン 教育文化部・福祉部 

フォトコンテスト表彰 活性化部 

20 日 支障木の伐採 いおき道路見回り隊 

27 日 支障木の伐採 いおき道路見回り隊 

12 18 日 輪飾り・ミニ門松づくり 教育文化部・いおき道路見回り隊

1 1 日 元旦登山 教育文化部 

2 12 日 
センター周辺草刈り 活性化部 

園芸教室「キノコ栽培」 いおき道路見回り隊共催 

資源回収日（活性化部） 

 4/18、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12、10/10、11/14、12/12、1/9、2/13、3/13 

活性部からのお知らせ 

①コミュニティセンター周辺の草刈り等を実施 

～活性化部・センター周辺美しくし隊～ 

 ・5月 8日（日）10時半から1時間程度（雨天中止） 

 ・センターの北斜面と南斜面の草刈り、昨年度刈った竹の持ち出しと処分 

 ・斜面で危険が伴いますので、若い方のご協力をお願いします 

②フォトコンテストを実施 ～ いおきの魅力見つけ隊 

 ・テーマ：「伊保木よいとこ」 

 ・申し込み期限：10月末 

 ・表彰：最優秀1点、優秀1点、特別賞3点（伊保木文化祭で） 

 ・詳しくは、チラシをご覧ください 



室積コミュニティセンターのオープンに協賛 
 3 月 5 日（土）室積コミュニティセンターのオープン記念イベントに「和楽輪楽一座」

が“竜宮城騒動記”を熱演し、観劇された方々に感動を与えました。 

 室積まちぐるみふれあいまつりでは「しいたけ原木」の販売も行い、こちらも大好評で

すぐに完売、“来年も実施して欲しい”という嬉しい声もありました。 

 また、「いけばな教室」の作品展示では、伊保木地区の生徒さんも日頃の活動成果を発表

されました。 

伊保木老人クラブ総会開催 
 今年度からお花見会に合わせて、4月10日（日）に 

伊保木老人クラブの総会が、31人参加のもと開催され 

ました。 

 式次第に従って、友貞会長挨拶、行事報告・会計報告、 

新しく旅行を組み込んだ行事計画などを審議しました。 

 地域における人と人とのつながりや地域の絆の重要性 

が再認識される今、「伊保木いきいき夢プラン」達成の 

ためにも60歳以上の方はぜひご入会下さい。 

「協議会だより」 ニュース・配信希望者募集 
 伊保木地区の情報は、昨年度までは、紙媒体の公民館だよりや案内チラシで、さらに昨

年開設した Facebook ページ「伊保木（いおき）の里だより…」で発信しています。 

 公民館だよりでは、公民館に関わることしか載せていませんでしたが、協議会だよりで

は「いおき楽々会」や「いおき道路見回り隊」を始め、地域での催事や出来事も幅広く取

り上げていこうと思いますので、ニュースがありましたら広報部（電話:79-2306、メー

ル:ja4bnu_ty@ybb.ne.jp 吉村）まで連絡下さい。 

 また、伊保木出身の方々へも伊保木の情報を届ける 

ため、協議会だよりや案内チラシなどを配信したり、 

Facebook ページの紹介をしたいと考えております。 

 今年度は手始めにメールで、先では郵送しますので、 

親類縁者で希望される方がおられましたら、合わせて 

広報部まで連絡下さい。        〔広報部〕 

老人クラブ総会 

和楽輪楽一座 いけばな教室 

Facebook ページ 

伊保木（いおき）の里だより…

しいたけ原木販売 


