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新年のごあいさつ     浅井町地域づくり協議会 会長 大野 史郎 

新年あけましておめでとうございます。皆様におかれまし

てはお健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

この 3年間は新型コロナウイルスの感染拡大により、思うよ

うに連区の事業展開がかないませんでした。 

しかし、昨年後半から少し雰囲気が変わったように感じられ

ました。「いろいろな行事を絶やしてはいけない」「ブランクが

長ければ長いほど再開が大変になる」「何とか継続することを

考えよう」といった姿勢が各団体に見られるようになったのです。 

地域づくり協議会でも昨年は 6月の防災訓練、１２月の防災リーダー養成講座、防犯パトロ

ールの強化といった防災、防犯に力を入れてまいりました 

今年は、形や内容は変わっても少しずつ以前のような、またそれ以上の事業や催しを開催し

ていきたいと思います。 

本年も浅井町地域づくり協議会に皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げますと共

に、ご家族のご健康と幸多い年でありますようお祈り申し上げます。 
 

「子どもの心の成長には欠かせない大切な３学期」 

一宮市立浅井南小学校 校長 伊藤 之一   

学校にとって、３学期は１年のまとめの時期となります。また、次年度への準備を進める学

期でもあります。どの学校でも次の学年への「０（ゼロ）学期」と位置付けて、進級を念頭に

置いた学習面・生活面のまとめとともに、次学年の心構えをもたせる指導をしています。それ

とともに、周りの人たちへの感謝の気持ちを大切にしてきたい時期です。 

本校の児童会活動では、年間を通して仲間の良いところを見つけ、カードに書いて伝える

「オアシスカード」を廊下に掲示しています。１年生と６年生、２年生と５年生、３年生と４

年生、兄弟学級同士の心温まる交流の足跡が残されています。 

また、１２月５日には、学校のリーダーとなる代表委員会の子たちによる、人権をテーマに

した絵本の読み聞かせをオンラインで行いました。この集会後、兄弟学級で仲良く遊ぶ機会を

もちました。心に残ったことを「人権カード」に書いて

渡し合い、心の交流をより一層深めていきました。 

この先、６年生を送る会、卒業式といった１年を締め

くくる大切な行事が続きます。在校生・卒業生ともに、

お世話になった方への感謝の気持ちを伝えられるように

していきたいと思います。 

「ありがとう」の言葉が飛び交い、誰もが温かい気持

ちで、有終の美を飾ることができる３学期になるよう職

員一同、力を合わせて取り組んでいきます。 
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浅井防犯パトロール隊期央会議 

 11 月 12 日(土)午後 6 時より、浅井公民館 2 階

大会議室で「浅井防犯パトロール隊期央会議」が開

催されました。地域づくり役員とボランティアが一

堂に会するのは、春の総会に続いて 2回目となりま

す。12月以降、3月までの運行予定表の発表、総会

で参加者から頂いた意見・提案等に対しての回答、

そして 12 月 17 日(土)に地域づくりの主催で開催

される花火大会への協力依頼等について、話し合いました。 

 1時間足らずの会議でしたが、普段顔を合わせることがほとんどないボランティアの意思疎

通がはかれ、とても意義深い会議となりました。 

あざい さわやかウォーク＆スタンプラリー 

11 月 20 日(日)午前 9 時より第 18 回「あざい さわやかウォーク＆スタンプラリー」が

開催されました。この日は、前日の雨予報に反して風もなく穏やかな日になり、老若男女 143

名の参加により行われました。 

 大野極楽寺公園の管理棟前で開会式が行われ浅井連区学校外活動推進委員会高山幸四郎 

会長からの主催者挨拶、コース・内容の説明、参加者によるストレッチ体操の後、4つのグル

ープに分かれ時間を少しずつずらしてスタートしていきました。今回は管理棟前を出発し、一

宮総合体育館を往復する約 5㎞のコース。後半途中の１３８タワーパーク公園から子ども達に

はスタンプラリーが用意され、ゴール地点に帰ってくる

と景品をもらっていました。 

 けが人も無く全員完歩し、

色づく木の葉を眺め、落ち葉

を踏みしめてのウォーキン

グは秋の一日の良い思い出

になったことと思います。皆

さんお疲れ様でした。 

パン・お菓子つくり教室 

11月 23日(水・祝)に浅井公民館調理実習室で、学校外活動

推進委員会主催による「パン・お菓

子つくり教室」が 3年ぶりに開催さ

れました。 

  愛知学泉短期大学の大津ゆみ子

先生を講師に迎え、浅井町の３小学

校と中学校の PTA 役員さんにサポ

ートをお願いして、午前１９名、午

後１９名、計３８名の小学校高学年の児童が参加しました。 

 今年のメニューは『ちぎりパン』と『クリスマスデコレーション

ケーキ』です。先生の指導で、自分の手でパンを捏ねたり、ケーキ

に自分なりのアレンジを加えてデコレーションを楽しんでいまし

た。 

 調理台では、みんなで協力し合ったり、譲り合ったりと、子ども達の優

しい面も多く見られました。 

 出来上がったパンとケーキはどれも美味しそうでした。料理の楽しさを

体験できた一日となりました。  

スタンプを押す子どもたち 

上手にできました 



防災リーダー養成講座 

11月26日(土)午後1時から浅井町地域づくり協議会主催の

「令和 4 年度浅井町防災リーダー養成講座」が浅井公民館で始

まりました。19 の町内からと地域づくりの役員を含めて合計

56名が参加しました。この研修は、いつ起きるか分からない自

然災害に「自分たちの町は自分たちで守る」という意識を持って

頂き、それぞれの地域で活躍できる防災リーダーの育成が目的

です。一日目は市危機管理課職員による「災害への備え」「自主防災活動について」という２つ

の講義に続き、「避難所運営研修」を 4つのグループに分かれて、

机上での避難所運営を体験し、運営上の問題点、課題等、全員で

話し合い、より良い避難所運営について学習しました。 

 二日目は 12月 10日(土)午前 8時 40分より、大野会長によ

る「浅井町の災害について」に続いて、浅井西成消防隊員による

救命講座、最後はグループ討議を行いました。これらの研修で学

んだことを、地域へ持ち帰り、町内会で、家庭で、少しでも生か

してほしいと思います。 

三世代交流グラウンド・ゴルフ大会 

12 月 3 日(土)午前 9 時 30 分より大野極楽寺公園で浅井連区学校外活動推進委員会主催の

「令和 4年度三世代グラウンド・ゴルフ大会」が開催されました。浅井 3小学校の児童と浅井

中学校の生徒を含め、保護者、祖父母の三世代、合計 84名の参加者があり、朝の厳しい寒さ

が残る快晴の天気の下、開会式に引き続いて、グラウン

ド・ゴルフを楽しみました。5名から 6名のメンバー16

組に分かれ、8 ホール、2 ラウンドのゲームです。各組

の参加者同士は声を掛けあい、お互いに助け合い、打ち

方を教え合ったり、励まし合ったりして、予想に反して

動き回るボールを追いかけ、楽しいひと時を過ごしまし

た。ゲームの結果は下記の通りです。お疲れ様でした。 

＜大人の部＞  1位 前田 佐恵子  2位 大久保 勝正  3位 脇田 悦子  

         4位 山本 勇    5位 田島 節子 

 ＜子どもの部＞ 1位 小島 良介（中３） 2 位 脇田 ひまり（小４） 3 位 祖父江 菜香（小４） 

         4位 山内 ゆず（小５） 5位 水野 心菜（小５） 

浅井町芸能発表会 
12月 11日(日)浅井公民館 2階大会議室で『令和 4年度芸能発表会』が 3年ぶりに開催

され、12団体の文化クラブが素晴らしい舞台を披露をしました。 

 詩吟歌謡詩舞から、手話コーラス、新舞踊、太極拳、健康体操、大正琴、民踊（みんよう）、

詩吟、そしてフラダンスなど、小学生から大人まで幅広い出演者が日頃の公民館での練習の成

果を発表しました。観覧者のみなさんも一緒に体操をしたり、歌を口ずさんだりと会場も一体

となって楽しんだ芸能発表会となりました。 

2日目「グループ討議」 



会長退任の挨拶 民生児童委員 加藤一代             

本年 11 月末日をもって、民生・児童委員は 3 年の任期が満了となりま

した。3 年の長きに亘り、 私達委員を側面からご支援いただき、またご協力

を賜りました連区長さんを始め各町内会長さんなど多くの皆様に心から感謝

し、お礼申し上げます。 

私達は、地域の高齢者、障害者また子供など社会的に弱い立場の人達の相

談相手となり、ご支援申し 上げるのが使命で、その重要性は年々増大してお

ります。連区には 23 名の民生・児童委員がおり、地域住民の皆様方のご協

力が極めて大切で、それなくしては私達の仕事は十分に機能いたしません。今回の改選で 23

名中 9 名が退任いたしました。その後任の委員にはこれまで以上に皆様の温かいご支援を お

願い申し上げます。 

 なお、私ごとですが 11月をもって会長職を辞し、今後は 1委員として、微力ではあります

が地域のために尽力する所存でございます。在職期間に於いては、皆様に本当にお世話になり

ました。 心よりお礼申し上げます。 

会長就任の挨拶 民生児童委員 新会長 浅野みどり 

12 月より会長職に就きました黒岩の浅野です。会長職は、民生委員とし

てのお仕事の他に、地域づくり協議会、町会長会、長寿会。公民館役員の皆

様方との交流がたくさんあると聞いており、私としましてはそちらの方が大

変かと思っています。 

任期は３年ですが、先のことは考えずにとりあえず１年１年を大切にした

いと思います。そして少しでも皆様のお役に立てるよう努力していきたいと

思いますので、どうぞご支援、ご協力をよろしくお願い致します。 

秋の叙勲 宝生町の和田さん受章される 

令和 4年秋の叙勲で、長年警察官として危険業務に従事された宝生

町の和田勝美さんが瑞宝単光章を受けられました。愛知県警に 41 年

間勤められ、その職務に精励され、治安維持に貢献されたことに対し

ての受章です。 

 和田さんにとって、今年はちょうど結婚 50 周年となり、叙勲受章

と二重の喜びとなりました。職場の同僚、地元の方からも、多くのお

祝いの声掛けを頂き、誠にありがたいと喜んでみえました。 

 連区長、公民館長、そして地域づくり協議会会長として、長い間、

浅井町のためにご貢献いただいた和田さんです。和田さんの受章は浅

井町民にとってもとても名誉で、喜ばしいことだと思います。 

 これからも浅井町のためにご尽力いただくこと、また健康に留意さ

れ夫婦ともにお元気でお過ごしされるようお祈りいたします。誠におめでとうございました。 

1月の行事予定  

 6日(金) 第 8回町会長会議         10日(火) 交通安全街頭監視   

18日(水) 資源回収日（小学校 PTA）     21日(土) 親子紙ひこうきづくり教室  

25日(水) 第 5回社会福祉協議会浅井支会理事会    

25日(水) 第 6回地域づくり役員会 

                  

 
「浅井町もの忘れ川柳コンテスト」にたくさんのご応募ありがとうございました。 

審査結果は 123号（3月１日発行）で発表します。 


