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【自治部会・防災部会】

自治会長・自主防災会長研修会を開催
５月26日（水）、27日（木）の両日、竜洋交流センター
において、自治会長・自主防災会長研修会を開催しました。
２年ぶりとなったこの研修会には、指定避難所代表者、自治
会長、自主防災会長66名が出席し、市の担当者から、自主防
災会の役割、避難行動要支援者の避難支援、避難所における
新型コロナウイルス対策などについて説明を受けました。研
修会の終了後、出席者は避難所ごとに分かれ、指定避難所代
表者の進行により、12月に予定されている指定避難所訓練実施に向けた準備の打合せを行いました。

【健康文化部会】

竜洋交流センターでの

「みんなでラジオ体操」スタート‼

第11回竜洋ウォークを開催

今年も６月から、「みんなでラジオ体操in竜洋
交流センター」が始まりました。初日の５日(土)
は青空の下、20名の参加がありました。当交流セ
ンターでは10月31日(日)までの毎週土曜・日曜
と夏休み期間中の２週間、開催しますので、気持
ちのいい朝、皆さんもラジオ
体操に参加してみませんか。
間隔を十分に取るなど、コロ
ナウイルス感染対策に十分配
慮して実施します。マスク着
用でご参加ください。

５月30日（日）、竜洋スポーツクラブ主催の
第11回竜洋ウォークが開催されました。昨年度
は中止となりましたが、今年度は３月に完成し
たばかりの竜洋西会館をスタートとする約９km
のコースに変更して実施され、30名ほどが参加
しました。梅雨の合間
のよい日で心地よく、
登録有形文化財の津倉
邸などを楽しく見て回
ることができたと思い
ます。

【安全安心部会】

夏の交通安全県民運動と防犯強化月間のお知らせ

７月１日(木)から10日(土)まで、夏の交通安
全県民運動が実施されます。運動の重点目標は 、
①横断歩行者の安全確保
②自転車と二輪車の安全利用の推進
③飲酒運転等危険運転の防止
④出会い頭の交通事故防止 です。
竜洋地区では、運動期間初日の１日(木)に主
要３交差点で交通安全街頭キャンペーン、７日
(水)に２か所で横断歩道者の安全確保のための
声掛けと指導を行います。
また、７月は市内一斉の防犯強化月間です。
各自治会においては、啓発用のぼり旗・横断幕
の掲出や見回り活動等により、防犯強化に取り

組んでいただきますようお願いします。
なお、今年度は、竜洋地区が「特殊詐欺撲滅推
進地区」に指定されています。防犯協会等関係機
関と連携し、７月から高齢者サロンなどで啓発活
動を実施していきます。

自転車マナー向上を指導
５月20日（木）朝、竜洋中学校付近などの交
差点３か所において、安全安心部会役員、竜洋
交通指導隊のメンバーなど
が参加して、自転車マナー
の向上を呼び掛ける街頭指
導を行いました。
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令和３年度の協議会役員の皆さんをご紹介いたします。
竜洋住みよいまちづくり協議会
自治会連合会竜洋支部長 藤田

会長・自治部会長
允（ふじた まこと）

竜洋住みよいまちづくり協議会は自治、福祉、防災、安全安心、健康文化の5部会、各団体
等の役員79名で構成され、竜洋地区のほとんどの団体が所属しています。協議会の総会は新
型コロナウイルスの感染症の影響で自治会長より委任状を提出して頂き開催いたしました。
本年度も新型コロナウイルス感染状況により、自治会行事が縮小あるいは中止となるかもし
れませんが、何卒ご理解をお願い申し上げます。竜洋地区も、他の地区と同様に人口減少、
高齢化により自治会役員の負担が大きくなり、単位自治会で自治会運営が困難になっている
地域が生じてきております。その為、小さな自治会は近隣の自治会と連立を組んで活動する
状況になってきています。自治会は地域の住民が住民の為に活動を実施している共助の組織
です。希薄になってきている人間関係を、自治会、協議会を通じて顔の見える地域にしてい
きたいと思います。

竜洋住みよいまちづくり協議会 副会長・福祉部会長
竜洋地区社会福祉協議会会長 鈴木 新一（すずき しんいち）
住民の皆さまには、地区社協、まちづくり協議会福祉部会活動に対しまして、格別なるご
支援、ご協力を戴き心より厚くお礼申し上げます。前年度は新型コロナウイルス感染予防の
為、計画していた事業の大半が中止、縮小せざるを得ませんでした。住民の皆さんとの交流の
場が持たれなかった事、誠に残念でした。本年後も地区社協、福祉部会では、あいさつ運動、
いさだキッズ、ふれあいまつり竜洋、せいかつ応援クラブ、配食サービス、高齢者福祉事業の
計画をたてました。実施に対しましては困難もあると思いますが、無理のない範囲で実施した
いと思います。皆さま方のご協力を是非ともよろしくお願いいたします。

竜洋住みよいまちづくり協議会 副会長・防災部会長
竜洋支部西地区長
野 博行（よしの ひろゆき）
本年度も２1名の自治会長と力を合わせ、また連帯を図って西地区自治会活動を精一杯頑
張ってまいります。もしも今、この地域に大地震が起きたら、その時あなたは家に不在でし
たら？真夜中だったら?どうしますか?正しい知識を持って、一つひとつの備え、準備、訓練
は、あなたをあなたの家族を守るのではないでしょうか?また、家族と日頃から話し合うこと
は非常に大切なことです。今一度、繰り返しの訓練、準備を自治会長、自主防災会長と共に
進めていきたいと思っております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

竜洋住みよいまちづくり協議会 副会長・健康文化部会長
竜洋支部東地区長 髙橋 英博（たかはし ひでひろ）
本年度もコロナ感染対策による自治会活動の縮小が懸念されます。コロナ禍の中で何をどの
ようにやっていけばよいか等を自治会長会議で話し合い、情報を共有化し「やって良かっ
た！」といわれる自治会活動を目指します。又、少子高齢化・核家族化等による高齢者のみの
世帯・一人暮らし高齢者世帯が増加する中、これまで自治会で実施してきた事業の見直しを検
討する必要性が生じてきました。『安全で安心の住みよいまちづくり』を目指し、自治会長さ
ん、地域の皆様と一緒になって考え活動していきます。ご支援ご協力をお願い申し上げます。

竜洋住みよいまちづくり協議会 副会長
竜洋支部北地区長 白井 君夫（しらい

きみお）

本年度から北地区長を務めさせていただく事になりました。私たちを取り巻く社会は、地
球環境の変化にともなう地震、水害など大規模災害をはじめとして、新たに大きな問題となっ
ている新型コロナウイルス感染症など非常に厳しい社会環境になっています。自治会では、コ
ロナ禍のなか集会、イベントなど活動の制限、担い手不足、未加入世帯などさまざまな問題が
生じています。市、自治会連合会、住みよいまちづくり協議会と連携し、安全で安心なまちづ
くりをめざして北地区8自治会長さんとともに活動していきたいと思います。みなさまのご支
援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

竜洋住みよいまちづくり協議会 安全安心部会長 平井 敏之（ひらい としゆき）
今年度、安全安心部会長を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいた
します。本部会の主な事業として、防犯パトロールやキャンペーン等を通じての防犯活動
と街頭キャンペーンや、登下校における子どもの見守りなどの交通安全活動を実施いたし
ます。私達は、安全で安心して暮らせる地域づくりを実現するため、「地域の安全は地域
で守る」という意識を持ち、地域一体となって取り組むことが一層大切になってまいりま
す。ご協力をお願いいたします。
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竜洋住みよいまちづくり協議会

会計

鈴木 哲夫（すずき

てつお）

コロナ感染予防のためのマスク生活を始めて、はや１年半になろうとしています。外出先
で挨拶をされてもすぐには誰か分かりません。マスクと帽子の間からわずかに見える目を見て
言葉を交わします。「目は口ほどにものを言う」ということわざのように、目で気持ちを相手
に伝えることができます。コロナワクチンの接種が始まりましたが、まだまだ厳しい状況で
す。マスクを手放せない生活が続くと思いますが、やさしい目、思いやりの心が通じ合うまち
づくりを心掛けていきたいと思います。どうぞよろしちくお願いいたします。

西地区自治会のみなさん

西地区
島田賢治副地区長
(兼掛塚東町自治会長)

掛塚新町
岩間邦夫自治会長

敷 地
松浦好廣自治会長

掛塚本町
間瀬幸男自治会長

掛塚砂町
高木治夫自治会長

掛塚中町
太田圭二自治会長

掛塚田町
鈴木浩一自治会長

掛塚大当町
山中安夫自治会長

鈴木

掛塚蟹町
忍自治会長

十郎島
鈴木智哉自治会長

白 羽
梅津正数自治会長

川 袋
榊原幹夫自治会長

野 崎
仲田壽春自治会長

西 堀
髙林正敏自治会長

内 名
良行自治会長

吹 上
後藤恭利自治会長

江 口
岩井博郎自治会長

四條

平田

沖

（西平松自治会長）

駒場
坂口宏好自治会長

岡
鵜飼利久自治会長

竜洋雇用促進
坂下堅一自治会長

豊岡団地
柴田美砂代自治会長

北地区自治会長のみなさん

東地区自治会長のみなさん

東地区
鈴木克也副地区長

金 洗
誠自治会長

掛塚横町
茂自治会長

土屋

中平松
仁自治会長

北地区
大庭 博副地区長

竜洋中島
佐藤義雄自治会長

宮 本
鈴木則和自治会長

松 本
松本菊次自治会長

堀之内
斉藤朋之自治会長

平 間
門奈正明自治会長

あおば
日内地稔之自治会長

ニュータウン
間宮 宏自治会長

（高木自治会長）

飛平松
鈴木俊秋自治会長

東平松
伊豫隅覚自治会長

大中瀬
天野善之自治会長

小中瀬
木村正善自治会

海老島
鈴木知己自治会

鈴木

竜洋稗原
修自治会長
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地域のみなさん、ありがとう

竜洋東小学校

竜洋東小の教育活動には、見守り隊、図書室ボランティア、読み聞かせ、草刈、ビオトープ
整備など地域の方々が多く関わってくださっています。本校は地域の
読み聞かせ
温かな支援に支えられ、充実した教育活動を進めています。
今後もよろしくお願いいたします。
挨拶運動

そでうら歴史教室

図書室ボランティア

講座 受講者募集
【全3回】
夏休みこども書道教室
集中力が付き姿勢もよくなると
言われている書道を学ぶチャン
ス！夏休みの宿題を終わらせよ
う‼
日

時：8月7･14･21日 (土)
10時～11時30分
定 員：12人
対 象：小中学生
費 用：無料
持ち物：習字道具
その他：マスク着用
申 込：

まちの保健室中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染防止対策及び、ワクチ
ン接種へ保健師が従事するため、今年度のまちの
保健室（令和3年5月25日～令和4年3月31日）
を中止とさせていただきます。

健康に関する相談、乳幼児の相談は個別に対応
させていただきますので、ご希望の方はご連絡く
ださい。
健康増進課
電話

地域保健グループ

0538-37-2013 FAX0538-37-4586
（8：30～17：15土日祝日除く）

～母の日～ フラワー

アレンジメント講座

終活おうえん講座
５月３０日(日)に磐田市市民相
談センター、竜洋地域包括支援
センター共催で福祉講座を開催
しました。人生の最後のときを
意識しながら、これからの人生
を自分らしく前向きに生きる準
備をすることの大切さを教えて
いただきました。竜洋交流セン
タ ーの今 後の福 祉講 座と して
「認 知 症」「介 護」「介 護 予
防」をご
案内して
いく予定
です。

5月
7日(金)
に開講
され、
季節に
合わせ
た花材
のアレンジメントの基礎を学び
ました。お好みの色のリボンで
ラッピングして、母の日に「あ
りがとう」の気持ちを花に込め
た素敵
な贈り
物が出
来まし
た。

クラフトバンドで
ポシェット作り
5月12日(水)にクラフトバン
ド講座の初級編でポシェットを
作りま
した。
基本の
編み方
を学び、
初めての方も２時間半で素敵な
作品が出来上がりました。好き
な色や柄で出来上がったオリジ
ナルのポ
シェット
に、みな
さん笑顔
があふれ
ました。

詳細は竜洋交流センターにお問い合わせください。☎0538-66-9103
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