
 

 

 

 

 

 
 
5月 14日(火)花垣地区市民センターで、本
年度の花垣地区住民自治協議会の総会が行わ
れました。 
本年度の総会は 2年任期の最初の年で、役員
も代わることになりますが、ほぼ昨年度の陣
容を引き継ぐ形となりました。 
会議に先立ち今年の総会は、総数８３名中
７３名の出席により(委任状提出２１名を含
む)総会の成立が報告されました。 
まず最初に、勝島 住民自治協議会会長の挨
拶で始まり、来賓としてお越しいただいた、
加藤 上野支所長にご祝辞をいただき開会と
なりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最初に議長の選出が行われ、議長には中島さん、書記に光岡さんと大久保さんが任命されました。 
議事では、第 1号議案(前年度の事業報告、決算報告、監査報告)第 2号議案(役員の変更)第 3
号議案(規約の一部改正)第４号議案(事業、予算)の順で進められ、何れも賛成多数で可決されま
した。これで本年度の活動方針が決定しました。 
 
 
読売新聞で掲載されている「いが地名考」は 5月
現在連載 114回をかぞえ、各地域の地名がどういう
理由で何故つけられたのかを考察しています。 
今回、筆者の一人である 中平 勝(なかひら かつ)様
をお招きして右の要領で講演をしていただく事に
なりました。 
資料や鉱物を提示し、解り易く説明していただき
ます。皆様のご参加を是非お願い致します。 
 
 
 

 
ストレス発散・老化防止・しかも友達が増え
て毎日が楽しくなります。 

｢よのカラオケ親睦会｣では毎月第４木曜日、昼［１
時～５時］夜［６時～１０時］予野多目的ホール
「和(なごみ)」でカラオケ親睦会を行っています。 
最新ＤＡＭで最新曲から懐メロまで・参加自由・
一回５００円・飲み物持参で実施しています。 
ご参加お待ちして居ります。 
〖連絡先 上田 ０９０－２４０７－６２２２〗 
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令和元年度 花垣地区住民自治協議会 役員(敬称略) 

役 職 氏 名 地 区 備 考 

会 長 勝 島 正 予野 区長会 会長 

副会長 市田 吉秀 治田 区長会 副会長 

〃 山 下 香 白樫 区長会 

〃 中川 秀也 大滝  〃 

〃 的場 文夫 桂  〃 

会 計 窪田 朱子 治田  ― 

理 事 中島 文明 予野 生活環境部会 部会長 

〃 上田 泰邦 予野 教育文化部会 部会長 

〃 中居 常量 予野 健康スポーツ部会 部会長 

〃 山邊 好伸 白樫 福祉厚生部会 部会長 

〃 光岡 菊郎 予野 人権啓発部会 部会長 

〃 上 島 均 予野 健康スポーツ部会 副部会長 

〃 森中 賢治 予野 教育文化部会 副部会長 

〃 大久保千秋 大滝 生活環境部会 広報担当 

〃 長島 義則 白樫 福祉厚生部会 副部会長 

〃 二宮 亜子 予野 人権啓発部会 副部会長 

監事 西田 育郎 治田  ― 

〃 福森 正樹 ― ＪＡいがふるさと花垣店長 

事務局長 中川 秀也 大滝  ― 

 

地域福祉ネットワーク会議は、住民自治協議会の
単位で、地域内で福祉や地域の活動をされている
方が、お互いの情報や活動内容を共有し、住みや
すい地域になるように話し合う場です。 
花垣地区では４月から「はなまるネット」が始ま
りました。コミュニティーカフェの活動と一緒に
地域づくりを学んでいく予定です。 
次回の“コミュニティーかふぇかながき”は５月
１９日(日)13:00～15:00に管理棟で実施します。 

日 時 令和元年 6月 8日(土) 
  午後 1時 30分～3時 
場 所 花垣地区市民センター和室 
講演内容 

１、伊賀国の地誌について 
２、倭姫命(ﾔﾏﾄﾋﾒ)、兼好法師と燧[ﾋｳﾁ] 
    (火打石) 
３、年号｢令和｣について 
４、｢伊賀国の鉱山｣について 

主 催 花垣歴史研究会 
後 援 花垣地区住民自治協議会 
連絡先 治多 裕益(花垣歴史研究会 代表) 
                      ☎20―1418 
  花垣地区市民センター  ☎39－0002 

<総会の様子> 



 
 
予野八重桜保存会と予野区では毎年４月２９日
に“観桜会”を開催しています。 
今年も４月２９日(月･昭和の日)に、地元住民
や来賓の方々を招き盛大に開催されました。 
この桜は、古くから書物や俳句に登場する｢花
垣のヤエザクラ｣の後継樹といわれ、現在の場所
に植えられたのが平安時代で、平成の時代に老木
の為、樹勢が衰え枯れる兆候が現れたため排水工
事や土壌改良などが行われ、樹木医さんの指導に
より接ぎ木で現在４代目(推定)といわれていま
す。詳しくはホームページ「さくらの郷 花垣」
もご覧下さい。 
今年は“観桜会”にあわせ八重桜公園を拡幅し、多品種の桜も十数本植えられ、改装された花
守庵では抹茶や桜餅が振る舞われました。 
また、各種桜の前に名前とともにＱＲコードが付けられていますので情報が得られるように工
夫されています。 
 

市税の納期についてお問い合わせが寄せられていますので掲載します。 
 

2019(令和元)年度の市税納期限の一覧表 
税目/納期月 市県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 

４月  １期 ５月７日   
５月   全期 ５月３１日  
６月 １期 ７月１日    
７月  ２期 ７月３１日  １期 ７月３１日 
８月 ２期 ９月２日   ２期 ９月２日 
９月    ３期 ９月３０日 
１０月 ３期 １０月３１日   ４期 １０月３１日 
１１月    ５期 １２月２日 
１２月  ３期 １２月２５日  ６期 １２月２５日 
１月 ４期 １月３１日   ７期 １月３１日 
２月  ４期 ３月２日  ８期 ３月２日 
３月    ９期 ３月３１日 

枠内の日付は納期限を示します 
 

私たちの暮らしに
かけがえのない｢緑｣
を守り育てる自発的
な活動です。 
自治会・職場・企
業・街頭など多くの 

方々にご協力を得て実施しています。 
｢緑の募金法｣で定められ適正に運用管理しており安心してご寄付いただけます。 
平成 29年度は皆様のご浄財 21,096,062円をご寄付頂きました。 
近年、各地でこれまでに経験した事のない様な自然災害が発生し、水、空気、気象変動、生物
多様性、エネルギーなどの諸問題について一層深刻化が懸念されますが、森林はこれらの問題に
対処するかけがえのない資源です。 
市民センターに募金箱を設置しています。 
 
 
花垣体育協会は先月、本年度の総会が開催され活動方針が確定しました。 
そこで、今年度最初の事業として“花垣地区スポーツフェスティバル”が６月３０日(日)に実
施されます。尚、内容等は未定ですが昨年同様、花垣スポーツレクリエーション広場運動場、体
育館と成和西小学校運動場、体育館をお借りして、ソフトボール・バレーボール(ソフトバレー)・
バドミントン・グラウンドゴルフ・カローリング・卓球の６種目を実施する予定です。 
来月には体協の皆さんが、選手の募集に各ご家庭をまわる予定ですので、出場をお願い致しま
す。(出たい競技があれば、市民センターでも受付していますのでお知らせ下さい。) 


