
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大原自治振興会 
 ２年目がスタート 
 
取組の精度と 
    実践力を高める 

    会長 田中 勇 

大原学区の皆様には、益々ご健勝のことと

お慶び申し上げます。日頃は自治振興会活

動に格別のご支援と、ご協力を賜り心から感

謝申し上げます。 

自治振興会も設立後一年間の活動を通じ

て、地域の課題解消へ大きな役割を果せるこ

とに確信を得ることが出来ました。地域の課題

解消へ取組むことは、自治振興会活動の神髄

であります。活動も二年目に入りますが、更に

自治振興会への理解を深めて戴くとともに、各

専門部会の活動も、取組の精度や、実践力を

高め、よりよい大原学区を築いて行きたいと考

えています。 

これからも、大原学区皆様方のご指導とご

支援を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

定 期 総 会 開 催
 平成２４年４月２１日（土）、かふか生涯学習館に

おいて定期総会を開催しました。 

各区・自治会から選出された代議員によって、平

成２３年度の事業報告・収支決算、平成２４年度事

業計画・収支予算が審議され承認されました。 

総会では「自治振興会をより充実させ、より発展

させてほしい」などの意見が出されました。 

 

収支決算のご報告 

 収入の部 
甲賀市交付金          8,270,000円  

諸収入（模擬店売上等）       57.033円  

 収入合計            8,327,033円 

 

支出の部 
 総務費（事務局費、郵送費等）   366,725円  

 事業費（部会活動費、研修費等） 3,177,146円  

  区活動事業交付金（各区に交付） 4,051,368円  

  翌年度繰越金           647,940円  

 事業加算金返戻金(甲賀市へ)        83,854円          

  支出合計            8,327,033円  

                                                                 

          ｖ                                              

 

                                          かふか生涯学習館から南鈴鹿の山なみを望む 



 

 

 

 

♢ サロンスタッフの交流・研修事業（2月 23日） 

♢ サロン備品の購入           

 

↑ 鳴子、カスタネット、マラカス、ハンドベル 

   このほかにも、世界遺産等のＤＶＤ、唱歌等の 

ＣＤ、紙芝居、ゲーム、機能回復運動用のゴム

やボールなどを購入しました。ご活用ください。 

 

♢ 歴史文化観光案内板設置 （甲賀駅北口） 

 

 
甲賀駅北口観光案内板 

観光案内板は、甲賀市観光協会のパンフレットを

参考に作成したもので、甲賀地域の案内図、文化財

などを紹介しています。一度ご覧ください。 

 

 

 

 

♢ 防犯灯のＬＥＤ交換（６８基） 

♢ 甲賀駅北口花壇整備 
 

   

LED防犯灯  交換前         交換後  

 環境への配慮と各自治会の負担のため、各区

平均７基をＬＥＤ防犯灯に交換しました。 

 

甲賀駅北口花壇整備 

大原の玄関口である甲賀駅北口に「21 世紀の会」

（大原市場）と合同でパンジーを植栽しました。 

 

♢ ３世代交流フェスティバル（11月 27日）広報済 

♢ 大原小学校自然体験学習（3 月 2 日） 

 
椎茸植菌体験 

大原小学校の児童が、森林・ダムの学習、椎茸

の植菌体験等を行いました。 



 

 

 

 

                                   

大原自治振興会『目標』 

 自治区を超えた大原学区の課題や、各自治区

で共通する課題の解決に取り組みます。 

 また、高齢者の生きがい対策や若年層の地域愛

醸成のために、広域的な事業を展開することにより、

大原学区内全体の地域振興を図ります。 

大原自治振興会『基本方針』 

✽大原学区内の住民の交流を深め、自治区の連

携を創出します。 

✽みんなが参加できる事業を行います。 

✽みんなが安心して暮らせるまちを目指します。 

 

各専門部会では、上記の目標や指針

をもとに活動計画を策定しました。 
 
 
 

健康福祉部会  

部会長 井原 賢二 

 

◆高齢者等の支援事業  

①  いきいきサロンスタッフ・交流研修会 

②  高齢者見守り活動 

③  認知症サポーター研修会 

◆健康づくり事業 

健康教室の開催（年間３回） 

今年度から行う健康教室では、第１回目は「健康

寿命を延ばす－生活習慣病対策－」について公立

甲賀病院の内科部長 川嶋先生の講演を、第２回目

は「体を使った健康講座」として甲賀健康医療専門

学校の先生に体を動かす実技を指導いただきます。

最終回の第３回目は地元櫟野区出身の大原興太郎

さんに「食育について」をお話いただく予定をしてい

ます。また、昨年度からの継続事業として高齢者の

方の支援事業にも積極的に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

地域振興部会 

      部会長 平田 昌規 

 

◆町民体育大会交流事業 

◆甲賀・大原 PR事業 

◆地域の歴史・文化の再発見と伝承事業

（教育文化部会と共催） 

◆文化財整備事業 

今年度は、上記の 4事業を計画しました。「地域の歴

史・文化の再発見と伝承事業」では、次世代を担う子ど

もたちからお年寄りの方々まで地域の歴史や文化を見

つめ直していただくことを目的に、教育文化部会と共催

で「地元文化財と大鳥神社・櫟野寺散策ツアー」を行い

たいと思います。また、「文化財整備事業」では、各地

域の文化財案内看板や道標の補修および新設を年間

4～５基程度、整備していきたいと思います。 

 

 

生活環境部会 

部会長 瀬古 浩治郎 

 

◆防犯灯維持管理向上事業（防犯灯ＬＥＤ交換） 

◆生活・通学道路美化事業 

① 花いっぱい事業 

② 通学路危険個所・不法投棄の見回り 

③ 犬のフン・家庭ごみ野焼き防止キャンペーン 

今年度は、「みんなが安心して暮らせるまちづくり」

をめざし、地域に密着した活動を行います。危険個

所・不法投棄現場の見回りでは、生活環境部員が通

学道路の危険個所を住民目線で点検し、花いっぱ

い事業では、各区に花の苗やプランターを配布しま

す。また、昨年から実施している「防犯灯維持管理事

業」（防犯灯ＬＥＤ交換）も継続して取り組んでいきます。 



 

教育文化部会   

部会長 中島教芳 

 

◆地域住民交流事業 

① 各区教育文化関係者研修・交流 

② 人権同和教育推進員の意見交換会 

③ 子ども会指導者研修 

④ 大原歴史ハイキング（地域振興部会と共催） 

◆大原小学校自然環境学習事業 

◆地域調査と社会教育・生涯学習のためのワ

ークショップ 

今年度は、まちづくりの観点から、教育文化部の活

動の基盤づくりに時間をかけ、「人をつなぐ、地域をつ

なぐ」をテーマとして、地域、諸団体の活動を把握し地

域課題の発掘を行います。少子高齢化、社会構造の

変化などに伴う問題の解決を図るとともに、社会教育・

生涯学習を推進するための基盤づくりを行います。そ

のために、必要に応じ、行政、大学の専門家に指導・

助言を依頼し、問題別先進地研修、ワークショップなど

により推進しやすいシステム作りや核となる人材育成に

努めます。 

一方、大原の歴史探訪ハイキングや大原小学校自

然環境学習（椎茸植菌等）など、他団体と協働して、大

原の歴史・環境の体験的学習に取り組みます。 

大原自治振興会役員 

会長：田中 勇 副会長：廣岡 六郎、岩崎 延幸 

自治会名 区 長 自治振興委員 

檪 野 奥村 和宏 田中  勇 大原眞代子 

神 野口 重雄 廣岡 六郎 野口美重子 

大原上田 井場 弘司 藤田 文夫 家森八重子 

大久保 中島 教芳 大原  平 中島 初枝 

大原中 渡辺 清 辻  富雄 村田喜代美 

拝 坂 伴  秋雄 中井 宣美 片淵佳代子 

鳥居野 増井  保 奥村 宇公 池之内ひろ江 

相 模 出口 義久 玉木 幸一 玉木 享子 

大原市場 坂上 俊彦 岩﨑 延幸 藤沢 和代 

高 野 外山 武雄 大林 克己 吉田 邦子 

事務局長：村山 富一  会計責任者 ： 中村 典也 

監  事：宮林 康自 一宮 守 

専門部会員 ◎は部会長 ○は副部会長 

自治会 健康福祉 地域振興 生活環境 教育文化 

檪 野 山本正和 徳田 員 〇奥村 正 奥村真由美 

神 ◎井原賢二 村山修一 堅田茂光 村山 茂 

大原上田 川村つね子 ◎平田昌規 山口忠和 ○川村和代 

大久保 中島洋子 中島治雄 西田康晴 ◎中島教芳 

大原中 福井康祐 西田昭二郎 難波健吉 松岡直和 

拝 坂 望月清照 吉治孝和 ◎瀬古浩治郎 清水清博 

鳥居野 増井敏男 中村敏明 中井朝男 川邉忠一良 

相 模 前川 健 奥村茂男 玉木 学 稲森昌稔 

大原市場 ○坂上茂利 増田定雄 増井裕史 中井守男 

高 野 田畑文野 ○大原 学 高田孝一 田畑久則 

各種団体 

(老人クラブ

連合会) 

奥村僚一 

(特産加工グ

ループ) 

田中里実 

(老人クラブ

連合会) 

村田武三 

（人権教育推

進協議会） 

辻 宣子 

(民生委員 

児童委員) 

大原清六 

(愛林クラブ) 

竹中島眞博 

（消防団第 

１分団） 

辻 直也 

(大原小学校

ＰＴＡ) 

田村 衛 

(日赤奉仕団) 

瀬古よし江 

(氏子青年会) 

小川 剛 

（消防団第 

４分団） 

中島重喜 

(大原にこにこ

園保護者会) 

渡邉智雄 

 

(観光協会) 

高田信男 

(大原小学校

ＰＴＡ) 

岡本良彦 

（文化協会） 

中本欽三 

   

（青少年育成

市民会議） 

西田 功 

 

広報委員：奥村 宇公、玉木 幸一、藤沢 和代、吉田 邦子 

 

平成２４年度収支予算 
 収入の部 
甲賀市交付金          8,220,000円  

前年度繰越金           647,000円 

甲賀市補助金（消火栓器具盗難分） 89,000円 

諸収入（預金利子等）          2,000円 

 収入合計            8,958,000円 
 
支出の部 

 総務費（事務局費、郵送費等）  1,695,000円  

 事業費（部会活動費、研修費等） 3,240,000円  

  区活動事業交付金（各区に交付） 4,023,000円  

  支出合計            8,958,000円 

 

編集後記 
 広報委員が発行する初めての広報紙です。今後、より充実した内容

を目指していきますので、ご意見や記事の投稿等がございましたら大

原自治振興会事務局（甲賀大原地域市民センター）へお寄せください。 
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