５月 日 日( ) 時からセンターで平成 年度の総会を開催しました︒
神谷副会長が︑ 人の代議員中 人出席︑委任状 通であることを報告し︑
開会のあいさつをしました︒約３時間に及ぶ充実した総会となりました︒
前田誠会長はまず︑東日本大震災

13

報告とお礼を述べた後︑
﹁

年度も事
これも地元地域の皆さんのご協力ご
支援あってのもの︒安心安全なまち
づくりを目指し︑この１年間頑張っ
ていきたい﹂とあいさつしました︒
来賓として副市長︑県議会議員︑
市議会議員︑小中学校校長の出席が
あり︑代表して宮部副市長︑伊豆県
議会議員︑吉武県議会議員︑田中市
議会議員があいさつされました︒
年度事業報告と決算︑監査報

議長には安部さん 石(丸区 が)選出さ
れ︑

年度事業計画︑予算について
審議し︑新役員の承認や紹介等があ
りました︒
監査報告では︑会計監査に加え︑
についても報告がありました︒

年度から新たに実施された事業監査

22

ＨＰ：http://wawawa.org

～ ふ れ 愛 通 信 ～

23

業を計画通り終えることができた︒

22

ＴＥＬ：0940‐39-7051
ＦＡＸ：0940-39-7052

わ
わ

へ地域の皆様からの多くの義援金の

真剣に審議される代議員

告︑

23 22

赤間地区コミュニティ
運営協議会（事務局）
わ

第 ８３ 号
赤間地区コミュニティだより

平成２３年６月１５日
行
発

22

88 10

73

会長を１年間無事に つとめること

ができましたことは多 くの方々のご

指導︑ご支援のおかげでございます︒

支えてくださいました 皆様に感謝の

気持ちでいっぱいです︒

コミュニティ・センターを地域住民

の交流拠点として︑生涯学習の場︑知

育の場として気軽に利 用していただ

した︒

︵事務局︶

て意見が出され︑活発な総会となりま

歴史ボランティアガイドなどについ

代議員からは︑予算や赤間小学校の

会長 前田 誠

赤間地区コミュニティ運営協議会

う努めます︒

微力ですが︑皆様のお役にたてるよ

に満ちたまちづくりを目指します︒

災害や犯罪に強い︑明るく楽しい希望

き︑人と人の﹁つながり﹂の輪を広げ︑

呉磌儔騨

健康福祉部会の重点目標は、介護
予防と健康寿命の延伸です。生活習
慣を少し見直し、いつまでも健康で楽
しい生活を送りましょう。
健康福祉部会長 飛鷹修（葉山）

区民相互の親睦を図り住み良い
地域づくりを目指し、多くの住民参
加の公民館活動を展開していきた
いと思います。
公民館活動部会長 的場欽一
（陵厳寺）

男女が楽しく共に、学び、遊びなが
ら、男女共同参画の意識の啓発活動
をしていきたいと思います。
男女共同参画部会長 佐矢野洋子
（三郎丸団地）

本年度は新しい事業として、地産
地消を目的に軽トラック市を開催す
る予定です。（年数回・日曜日開催
予定）ご期待ください。
地域づくり部会長

伊達正信
（石丸）

区長も 2 年目となり、コミュニティ
運営も少しは理解できましたので、

まつりやドッジボール大会などの活動
を通して、子どもたちの自主的実践的
な態度、リーダー性を育てていきたいと
思います。
青少年育成部会長 九重正弘
（広陵台 5 丁目）

自然豊かな郷土の環境保全、安全
で安心な住みやすいまちづくり、環境
意識の向上等を部会活動として微力
ながらつとめていきます。
環境整備部会長 村山隆一（赤間）

コミュニティ運営を通してお役に立
てればと思っています。
区長会代表 谷口哲二（名残）

（後列）伊達・飛鷹・谷口・佐矢野・的場・村山・九重

楽しく参加・参画していただける運営 （前列）瀧口・下田・永嶋・前田・真嶋・太田・加来・森田
を忘れず、安全で安心な暮らしを紡い
でいくことができるまちづくりに励んでい
今年度から初めて加わります。
きたいと思います。
初めてだからこそ見えるものも大切
副会長 下田豊文（広陵台 2 丁目）
より良いコミュニティづくりを皆
にしつつ、より良い活動の一員とし
様と進めていきたいと思います。
て参加できればうれしいです。
多くの方のご参加とご提案をお
風通しのよいおもいやりのあ
会計監査 森田敦子（冨地原）
待ちしています。
るコミュニティの実現と、より安
事務局長 太田繁勝（葉山）
心安全で住みよいまちづくりを
目指します。
副会長 永嶋正清（赤間）
コミュニティの運営に少しでも
役にたてるよう未熟者ですが精い
っぱいつと めさ せていただきま
す。皆様方の力添えをお願いし
ます。
会計 瀧口和人（徳重）

的場さんの後を継いで、運営
に携わらせていただきます。次
に続く女性のためにも頑張って
みようと思っています。
副会長 真嶋洋子（葉山）

赤間地区の皆さん、赤間地区コミュ
ニティ・センターに気軽に遊びに来て
ください。いろんな催し物があります。
待っています。
会計監査 加来則幸（三郎丸団地）

日 時：６月 1６日（木）1０:00〜12:00
日

曜

行

事

６/１５

水

16

木

あかまなかよしサロン（青少年育成部会）

17

金

広報委員会

18

土

19

日

親善ソフトボール大会（公民館活動部会）

20

月

休館日

21

火

青少年育成部会

22

水

男女共同参画部会

23

木

24

金

健康測定会（健康福祉部会）
地域づくり部会

25

土

子どもリーダー育成事業宿泊研修

26

日

（青少年育成部会）

27

月

休館日

28

火

ボランティアガイド勉強会（地域づくり部会）
公民館活動部会

29

水

視察研修（環境整備部会）

30

木

７/1

金

2

土

3

日

4

月

5

火

6

水

健康福祉部会

7

木

環境整備部会

8

金

区長会

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

講 師：藤崎寿子先生

15

金

参加費：無料

16

土

17

日

場 所：キッズルーム
対 象：0〜3 歳児の親子
参加費：無料
＊申込み不要。直接会場へお越しください。
＊毎月１回（第３木曜日）開催しています。
お友だちを作りに気軽にお越しください。
【問合せ】コミュニティ事務局（39-7051）

今年度も各自治区で健康測定会を行います。
各自治区での実施日程は、回覧やホームペー
ジをご覧ください。
この機会にふるってご参加ください。
日 時：６月 24 日（金）
●受付時間：9:30〜11:30
○測定会場：葉山公民館（葉山）
●受付時間：13:30〜15:30
○測定会場：緑町公民館（緑町・桜・名残）

７月 9 日（土）包丁の研ぎ方教えます
視察研修（健康福祉部会）

７月 10 日（日）パソコン教室
７月 17 日（日）年金相談
７月 20 日（水）法律相談

休館日

７月 28 日（木）楽しい英会話
＊学習支援の生徒募集については、コミュニ

健康教室（ヘルス推進員）

ティ・センター内に掲示しています。
＊おもちゃ病院はいつでも受付。詳しくは、
回覧やホームページをご覧ください。

日 時：7 月８日（金）10:00〜12:00
休館日

（受付 ９:30〜）
場 所：多目的ホール
内 容：玄米ニギニギ体操
わかめ体操・フォークダンス
申込み：当日会場で

持ち物：上履き・飲み物・タオル
玄米ニギニギ棒（お持ちの方）
＊動きやすい服装でお越しください。

きれいな睡
蓮の花ね

きじとたぬき（冨地原）
麦畑に遊びに来ていたので思わず写真を撮
ったということです。時々見かけるたぬきと
きじを一緒に見るのは初めてだそうです。こ
んなツーショットに出会えたら幸せな気分
になりますね。
【写真提供：髙山賢一】

５月

だし汁は少なめで塩分を

夏にさわやかな・・・

控えましょう！
そうめんを天の川にみた
てて、七夕の献立に☆

《材 料》（４人分）
そうめん································ ２束（１００ｇ）
めかぶ ·································· 大さじ４
うずら卵 ··························· ４個
お湯＋酢 ························· ５００＋１０ｃｃ
おくら ····································· ４本
だし汁···································· ２００ｃｃ
しょう油····························· 大さじ１
みりん ······························· 大さじ１
傯吉ワ欅麅冝 102 cal

《作り方》
① だし汁を煮立てて、調味しておく。
② そうめんは端をタコ糸で結んでゆでる。
③ 沸騰したお湯に酢を加えて、うずら卵をおとして穴あきお玉
ですくい、ざるにとる。（ポーチドエッグ）
おくらはゆでておく。小口切りにする。
④そうめんはそろえて半分の長さにきる。
お椀にそうめん、めかぶ、たまご、おくらを
盛り静かにだし汁をはる。
（健康福祉部会 食生活改善推進会）

日︵土︶
︑赤間地区恒例の﹁歩こ

人の参加

57

う会﹂が実施されました︒５月とは思え

ない夏のような日差しの中︑

者は釣川沿いに明天寺公園︵往復約７㎞︶

まで歩きました︒

時折吹く黄金色の麦の穂を揺らす風の

おこぼれをいただき︑額に伝う汗も心地

よく感じました︒途中︑浄蓮寺に立ち寄

り︑ご住職の法話と東日本大震災の被害

者のご家族の話を聞き︑感動するととも

に胸が痛む思いがしました︒

時ごろ︑公

寺をたつ前にお茶とお菓子をいただ

き︑小腹を満たした一行は

園に到着︒桃色︑白︑黄色の睡蓮の花を

愛でて坂道を登っていた時突然︑目の前

の足もとに５羽の鴨︒人間を恐れず︑我

がもの顔で無邪気に歩く鴨たちの姿のな

んとも可愛いいこと︒

集合写真を撮影した後は︑ベンチや芝

生に腰をおろして︑各自持参したお弁当

でのランチタイム︒食後のおやつは参加

者全員に配布され︑とても喜んでいただ

けました︒

今回は︑蒸し暑いなかの歩こう会とな

りましたが︑参加者全員︑リタイアする

ことなく︑がんばりました︒参加者の皆

様︑お疲れ様でした！また︑秋の歩こう

会でお会いしましょう！

︵健康福祉部会 恒住︶

12
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