
新しい地域コミュニティ組織:大原自治振興会

五月晴れの農作業風景 (西出 稔氏提供)

4年目のスタートにあたり

会長田中勇

木々の色も鮮やか芯新緑から、万緑へと濃さを増す時節となリました。大原自治振興

会々員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃は当自治振興会活動にご支援とこ協力を賜リ、厚く感謝申し上げます。平成23

年

原自;治台振興会を立ち上げました。今日まで、委員の皆様を中心として取組の精度や実践力を高めることを行動

指針とし、年々内容も充実してまいりました。今年は活動も4年目に入り、“まちづくり計画"の見直しを行い、

新しく計画を策定致しました。これからの活動は新たな計画に基づき、地域に根差した活動や課題解消に向

け更にレベルアップし、皆様の思いが実現出来る自治振興会を目指してまいります。

また、各自治区には大きな潜在力があります。自治区と自治振興会の連携を更に充実させ、誰もが住み続

けたいと思う元気で力強い地域社会を目指します。これからも会員の皆様の声を拝聴し取り組んで、まいりま

す。今後ともご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ、ます。

これから重に向い暑さも厳しくなります。会員の皆様にはご自愛のほどご祈念申し上げ¥大原自治振興会

4年目のスタートにあたりご挨拶とさせていただきます。

4月27日、か1:5¥か生涯学習館において定期総会を開催しました。

告自治区 ・会から選出された代議員によって、平成25年度の事業報

告・収支報告、平成26年度の事業計画 ・収支予算が審議され原案どお

リ可決承認されました。

総会では、地域との交流・連携をさらに深める振興会運営を期待す

る芯どの意見が出されました。
活発足主意見が展開されました
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平成25年度収支決算報告

*高齢者等の支援事業

いきいきサロン用備自の追加

サロンスタッフ交流研修会

認知症サポーター研修会

食健康づくり事業

1100万歩運動jの展開

「大原の歴史再発見ウォ クJ(他部会と共催)

健康教室 「笑いヨガj講演

女遊具の安全点検 女救急救命講習

認知症サポタ 研修会

*防犯灯維持管理向上事業(LED交換)

女花いっぱい事業

甲賀駅、各区等へ花苗配布

神区「コスモスまつりj後援

実防災事業

災害図上訓練と防災講演会

女生活道路の安全確認事業

安全点検し報告書作成

災害図上訓練

収入の部 (単位 円 )

8，191，000 

648，069 

390，362 

54，257 

市交付金

前年度繰入金(積立金)

前年度繰越金

諸収入

よー==ロ
ムロ 9，283，688 

EEl-1i担割墜事)
ヲ街地域の歴史文化の再発見と伝承

I大原の歴史再発見ウオークj

*文化財整備事業

史跡の案内看板4ケ所設置 高野城跡ほか

女竹あかり事業

大原祇園宵宮に竹灯篭設置

大住民憩いの場整備事業(様野夕、ム周辺)

*ホタル観察会 実桜のてんぐ巣病防除の実授講習

女甲賀大原PR事業

間伐材の加工板に絵を描く豊中の子ども達

*大原小学校自然環境学習

卒業記念植樹やシイタケ植菌体験

女子ども会指導者研修

身近芯危険予知訓練 (大原小学校PTAなど)

女子ども会野外活動(藤木地先)

自然とのふれあいやグループ活動の体験学習

女人権の学び

栗東市十里地区活動事例とビデオによる研修

「ネット社会における人権問題を考えるj講演会

女まちづくり関連図書の購入(各区に配布)

「コミュニティーテ、ザインJ(山崎亮著)ほか5冊

支出の部

総務費 (事務局費 ・備品購入費 ・積立金等)

事業費 (部会活動費 ・研修費等)

区活動振興 ・事業交付金

区活動事業交付金

翌年度繰越金

(単位 円)

1，987，911 

3，209，039 

1.518，000 

2，490，000 

61，777 

16，961 

9，283，688 

事業加算金返戻金 (市へ)

合計
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*ふれあいいきいきサロン交流 ・研修会

女サロン備晶の追加と台帳整備

実認知症サポタ一研修会

女高齢者見守り活動

女100万歩運動

*r歴史探訪jウォーキング
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部会長
鈴木 一司

充実してきたサロン備畠の活用のため、利用者の

情報交換をします。

広く認知症への理解を深めます。自宅に引きこも

りがちな方へも芯にか出来ることはないか告団体代

表者とも検討を重ねています。

ウォーキングは100万歩と200万歩を目標に6月

に開始しました。

I歴史探訪jはスタンプラリー的にする予定です。

今年度の事業として、空き家・休耕農地を調査し、

その活用方法を考えていくことに取り組んで行き

ます。

昨年度までの事業は、よリ一層充実したものにし

て継続していきます。

みなさんのご意見やアイデアなどをいただき、事

業に活かしていきたいと思いますので、ご協力よろ

しくお願いいたします。

*防犯灯維持管理向上事業

女花いっぱい事業

女コスモス祭後援

*防災事業 (避難訓練芯ど)

食生活道路の安全点検 (看板の設置)

女避難場所マップ作成 (全戸配布)

部会長
井村龍造

部会長
古川秀行

ヲ陵町民体育大会交流事業(町内3自治振興会)

女大原の歴史文化の再発見と伝承事業

食文化財整備事業 (案内看板設置)

*竹あかり事業 (大原祇匿に竹灯篭設置)

女地域の景観美化事業

ホタル観察会

*里山再発見 (“木の駅プロジ、工ク卜"に協働)

女桜の木の管理

*空き家等の把握

継続事業としては、防犯灯のLED化および花の苗

配布を行います。

今年度はPTAと協力して、通学路の危険個所の

チ工ツクを実施し、市へ要望書を提出します。防災と

安全を認識できるように分かり君い避難所の絵マッ

プを作成します。地震や水害芯ど災害に応じた最適 部会長

な避難場所が示せるよう工夫します。 虞瀬 茂樹

今年度は、昨年度事業を継続し、特におらが町の

再発見・ PR事業を推進します。

先人達が築いてきた歴史と文化等を分かり男く伝

える冊子を発行する事業です。郷土史会の支援を得

て編集をし、平成27年3月末に各区|こDVDを、 冊子

は4月に各戸に配布の予定です。この事業を通して

郷土に誇りを持つとともに学区内外の交流が益々深

まることを期f寺します。
ヨ

*大原小学校自然環境学習

卒業記念植樹やシイタケ植菌体験

など

大人権の学び

大原小学校PTA共催講演会

甲賀中学校行事に協賛

*おらが町の文化遺産の調査とPR
各区と郷土史会と連携 ・冊子発行

“(仮称)ふれあいフヱスタ事業"

各部会事業の枠を超えて、区内外の各種組織に参加を呼びかけ、それぞれの組織を主役とした大交流会を開催。

1 1月16日 (日)予定に向け自治振興委員と本部役員を中心に、実行委員会を立ち上げました。

平成26年度収支予算
収入の部 (単位円) 支出の部 (単位円)

市交付金 8，207，000 総務費 (事務局費 ・備品購入費 ・積立金等) 1，682，000 

前年度繰入金(積立金) 1，123，000 事業費 (部会活動費 ・研修費等) 3，597，000 

前年度繰越金 61，000 区活動振興 ・事業父付金 1，625，000 

諸収入 2，000 区活動事業父付金 2.489，000 

合計 9，393，000 合計 9，393，000 



[専門部会委員] 。部会長 O副部会長

田中 勇

岩崎延幸 中島教芳

中村典也 村山伊佐夫 粂田 誠 奥島 一浩

森口 律i 北相模登一 絹代 0山出 洋三 福田重通 森田 で'7

麗岡道生 道子 中島英和 前川 美一 中島節子

奥山清美 岡本忠久 中田佳孝 原因 一弘 藤縄 陸

宮林康自 立岡栄輝 橋本 1彦 。鈴木 司 。震瀬茂樹 長峰 透

大原美智子 川村啓子 森口 茂 中島 利勝 奥村 邦男 =上幸男

林田誓;台 池田道吉 中川 満英 中島洋子

[区長・自治振興委員] 。古川 秀行 玉置秀明 0増井裕史 中井守男

文野 松本 真二 高田孝一 大林 満

(愛林クラブ) (老人クラブ連合会)(人権教書定進協議会)
'圃圃圃 ・圃圃F 圃圃圃・圃・・

畳一 野口 重雄 粂田多枝子 福永 和伴 竹中島員博 橋本光枝 。井村 龍造

耕司 中本欽= 武田秀子 (民生委員児童委員) (観光協会) (消防団第1分団) (大原小学校PTA)

武史 西国 づ....，_ιA 大原 幸子 大林 克己 高田 信男 辻 直也 村山 善文

健吉 辻 富雄 三日月いつ子 (日赤奉仕団) (消防団第4分団) (大原にこにこ圏慎重書室)

晃 田中光雄 増田俊子 山本 秋代 中島重喜 森村孝彦

善弘 奥村字公 中根朝子 (大原小学校PTA) (文化協会)

篤史 出口義久 黒川世津子 脇野 基;欠 0立岡 裕子

英美 中井保隆 福永 章代 (青少年育成市民会議)

良蔵 外山武雄 北相模恵子 岩田秀信

健康づ〈ιlウオーキンヴr100万歩運動jの結果

[100万歩] 参加:73名 うち達成:34名

[ 50万歩] 参加:68名 うち達成:31名

区別達成者数とお名前 (公表を承諾された方のみ) 敬称略

8名 徳田 員 山本みのり 田中 千里

震岡輝j台 中本道雄 虞岡清治 福永 和伴 | 福永佳子
10名

村山政相 村山敏子 震岡貫弓 村山 富一

3名 和田寿子

5名 大原真理子

2名 森口 復i 西村朋弥

9名 藤田克己

1奥村ちくさ 望月 きょ 中村典也 | 西出 稔 | 中島 和子
16名

中嶋和美 奥村智翼子 増井裕子

4名 玉木 BB 玉木i)¥み代 北相模宏二 | 大原いつ子

5名 古川 秀行 中井章一 中井文子

1名 瀬古よし江 大林 明世


