﹁公民館等を中心とした

泉川公民館長

今

西

光

昭

点としての公民館と言われて久しい
のですが︑健康という課題を解決す

今年度︑泉川校区では文部科学省
の委託事業

生活習慣を改善することが出来なけ
れば︑健康寿命の延伸には結びつか

そして

楽しく幸せな人生を送りましょう︒

かして行動に移す︑その結果として
地域社会が変化していくことを明ら
かにしていきたいと思っています︒
まだまだ︑参加者の数が少ない現
状です︒あなたもぜひ仲間になって
もらい︑みんなと一緒に泉川を歩き︑

ない︑そのことをこの二年感じてき
ました︒今︑国道バイパスをはじめ︑
地域の至る所でウオーキングやジョ
ギングに親しむ人を目にするように
なりましたが︑これが地域全体の運
動に拡大し︑五年︑十年先には︑生
活習慣病で幸い思いをする人がいな
くなり︑介護施設の入居者や医療費
が激減という婆を夢見ています︒
公民館は︑学習と実践を繋ぐ場所
だと私はいつも思っていますが︑こ
の事業に取り組むまでは︑具体的な
事業となかなか結びつきませんでし
た︒この事業を通じて︑健康につい
て学習した人が︑教わったことを活

自分の日常生活をコントロールし︑

るには︑まず自分づくりが大切ですさ

社会教育活性化支援プログラム﹂ に
取り組んでいます︒この事薬のテー
マは ﹁健康寿命の延伸﹂ です︒誰も
が︑いつまでも健康で︑みんなと仲
良く︑この町で暮らしたいや

最期を迎えることができればと腐っ
ているはずです︒健康を維持するに
は︑若い頃からの努力が必要ですし︑

何かがあった時にはみんなで助け合
う︑共助の精神も必要だと思います8

この事業では︑年をとっても気軽
に取り組むことができるウオーキン
グを健康づくりの手段として採用し︑

国道日登バイパスをはじめ︑小中学
生が考えた8つの散歩道を活かした
活動や︑自治会館を活用した高齢者
の居場所づくり︑傾聴ボランティア
の育成や活動の場の提供︑高齢者の
生きがいづくりのボランティア活動
の場を提供しています︒
そもそもこの事業に取り組もうと
した理由は︑新居浜市の介護保険料
が全国で高いカから10位以内になっ
たことや︑国民健康保険の医療費が
全国平均と比較すると年額で7万円
も多いことに知らぬ顔はできないと
いう気持ちでした︒地域づくりの拠

鹿川まちづくり協議会

﹁本当に良い町﹂ とはどんな町だろ

会長

藤

田

定着してきました︒まちづくりの活
動成果が日に見えて広がってきたと
確信しています︒
これも︑自治会をはじめとする地
域の諸団体の支援の賜物であり︑み
んなが力を合わせることでより強固
な力が備わってきたと患うのです︒
地域の山積する様々な課題を解決

するには︑多くの人の積極的な協力︑

活動への参加が不可欠です︒皆さん

の持っている知恵や経験をお貸しく
ださい︒どうかご一緒に︑この泉川

まちづくりは︑自分達が理想とす
る姿に︑自分達のカで少しでも近づ
ける活動だと私は思っています︒泉
川校区では︑決して他人や行政任せ
にせず︑まずは自分達のカで︑良い

なったあら

間お世話に

うです︒

うと最近よく考えます︒そこで暮ら
す人達みんな笑顔にあふれ︑菜しげ
に会話を交わし︑何か心配事があれ
ば助け合える︑そんな風崇が思い浮
かびます︒振り返って私達の東川校
区を眺めてみると如何でしょうか︒
ご近所との付き合いはどうでしょう
か︒不安なことはありませんか︒私
が自分の頭の中で思っている事と現
実が同じならば︑きっと泉川は素晴
らしい町のはずなのですが︑やはり
まだまだ理想と現嚢は離れているよ

勉

の地域が十年︑二十年先に ﹁本当に
泉川って良い町ですね﹂ と自信を持
って語れるように頑張っていこうじ
やありませ

と思ったことをやってみることをま

します︒

活動売薬へ
のご支援を
お願いいた

まちづくり

この一年

ん
か
︒

ちづくりのモットーに活動してきま

ゆる皆さん
のご協力に
感謝し︑今
後の益々の

した︒皆さんのご支援ご協力をいた
だき︑国道11号バイパスはきれいに
なりました︒学校支援地域本部事業
が充実し︑学校とのつながりが深ま
りました︒自主防災の取組みや見守
り隊のおかげで安全安心のまちづく
りが拡がり︑相互扶助の地域福祉活
動︑そして健康体操や軽スポーツも
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村

上

翠

明

まもづくり協議会総痛部
部会長

まちづくり協議会も発足し5年が
たちました︒今では泉川のまちづく
りも県内外に知れ渡り有名になりま
した︒それと同時に︑どこの組織で
も起きる役員間の連絡をもっと密に
する必要かあります︒

まうづくり協議会と言う組織で行
事を取親んで行く定めには︑担当役
員同志間の報告︑連絡︑相談が十分
にされなければなりません︒
しかし︑今のまちづくり協議会で
は不足している様に思います︒︒報・
連・相ほを密にし︑会長から鮪会長︑
ブロック長︑廃合事務局まで意志の
統一がさらに必要と思います︒
報・連・相．1の不足により計画
された行事は中途半端になっ変り方
向が違ったり︑参加人員の減少につ
ながったりするようではいけません︒
泉川のまちづくりは5年前に従来
の縦割り鳩織を残し︑横につなげて
共通する組織を6つに分けて部会を
作り︑その頭に総務部会を作り︑部
会ごとの報告と行事予定の報告をま
うづくり協議会としての方向性の確
認を決定しています︒
最近︑まうづくりの部会に参加数
の少ない時か見受けられます︒泉川
のまもづくりは校区内の住民として︑

住民の手で︑住民の幸せの為になる

活動をする細織です︒皆さんの協力
が必要です︒
泉川のモットーは自分たちで出来
る事は自分たちで︑まちづくりの役
員を中心に強力に取り親み︑連合自
治会が基盤になって質の向上と参加
人員の増加を考えましょう︒
部会長

森

田

敏

裕

感謝祭︵金婚式表彰者・功労表彰

感謝申し上げます︒

︶
者
泉川感謝祭が平成25年9月21日
︵士︶午前10時より泉川公民館体育
館にて盛大に開催されました︒
森田部会長の主催者挨拶のあと︑
石川新居浜市長の釆賢挨拶︑来賓紹
介のあと今年︑金賠式を迎える19
組の皆さんに石川市長より金婚式の
表彰状︑村上連合自治会長より記念
品︑あ葉子︑泉中生の皆さんよりメ
ダル︵泉小生の手作り︶か授与され
ました︒受賞者の万誠にあめでとう
ございました︒
続いて功労者表彰として藤田まち
っくり協議会長より12名の方へ校
区の日頃の活動に対しての表彰状が
ありました︒地道なご苦労に対し︑

に︑と続きいよいよ恒例のアトラワ

続いて泉中生4名による東北陸前
高田ボランティアに参加して最近の
様子について体験発表があり会場の
皆さんは熱心に聞いていました︒
あと︑記念撮影︑健康づくり部会
の皆さんた依る鹿川健康体操を一緒

ショツに入り︑黒森会の和太鼓︑泉
中生音楽部の合唱︑馬場民謡会の民

謡︑小野君子さんのマジックショー︑
東軍フイリユトの大正琴と披歪され

ました︒

尚︑アトラクションを鑑賞しなか
ら連合自治会女性部の︑皆さんに依
る食事︵中華風そうめん外︶がふる
まわれ︑参加された皆さんは楽しい
一時を過ごされたと思います︒
終わりに閉会の挨拶を村上連合自

治会長より頂き︑終了としました︒

申し上げます︒

主催者より一言︑当日の感謝祭の
開催に伴う準備︑後片付け等につき
まして関係各位にご協力いただきま
してありがとうございました︒お礼

⑧

部会長

原

田

鰭

三

皆さん︑こんにちは︒日原は安全

安心部会の諸活動にご尽力を頂きあ
りがとうございます︒
当都会は防災や交通安全など︑安
全で安心できる地域づくりに﹁自分
たちに出来ることは自分たちでやう
う﹂と取り組み︑以来5年日を迎え
ることが出来まし恵︒これも偏に皆
様のご支援の賜物と感謝申し上げま
︒
す
恒例により︑当部会の諸活動に理
解を深めて頂くため︑昨年度の主に
活動をご報告いたします︒

を作成してもらい︑子どもの白線で

ブロック別9コースのあ散歩マップ

を持って備えることが大切です︒そ

フ大地震に備え︑日頃から防災意識

います︒

どもたち︑高齢者を対象に実施して

通安全教室﹂を開催しました︒高齢

6月25日に ﹁高齢者のための交

気づいた点を書き加えながら約1時
間の散歩を楽しみました︒

評でした︒

者が対象の定め︑昼間に開催しまし
怒とこう︑約70名の出席かあり好

りの歩きたく

ございます︒今後も継続してまいり

参加された自治会員︑新居浜市南消
防署︑鹿川分団の皆さんありがとう

0防災講演会

新居浜警察署交通課︑交通安全協
会の皆さんありがとうございます︒

なるあ散歩マ

します︒

ますので︑多数の参加をお願いいた

井ブロックで防災訓練を行いました︒

のため各ブロックに輪番で︑いざと
いうときに﹁うろたえる﹂ことの無
いように︑と防災訓練の実施をお願
いしています︒6月16日に雷光地
塩原ブロック︑日月238に松木坂

今後︑校区老人会の皆さんに同コ
−ユを歩いて
もらい︑平成
26蟹慶中に﹁手

ップ﹂を作成

どもとお年寄

する予定です︒

防災情報研

防災訓練は汗を流し︑身体で基本
的な防災活動を︑身につけるもので
すガ︑更により高度な防災知識を学
び災害に備える恵め︑専門の講師を
あ招きして防災講演会を開催してい

ます︒

1月29日に愛媛大学

究センター 二神 透 准教授を講
師に開催しました︒﹁泉川で想定さ
れる災害と減災について﹂ の缶詰が
ありました︒
防災の総論から一歩踏み込み︑私
たちガ生活している泉川校区の危険

0第4回まちあるき ﹃歩き
たくなるお散歩ルートをさが

性等について学びました︒私たちガ

1日月19日に泉川小学校全校生徒
と同中学校1年生にリーダ毒をお願
いして保護者︑見守り隊︑自治会な

そう王﹄

しました︒

かできました︒

につけること

これからの災
害に償える恵
めの指針を身

どのご協力のもと絵勢約750人で実施

これまでは﹁安全安心マップ﹂ で
らの﹁まちあるき﹂をしてきましたゥ

通学路の危険個所をチェックしなが

今回は︑公民館が進めている泉川
校区健康増進プロジェクトの⁝環で
実施しました︒﹁活発な活動が健康

・」 ・
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部会長

高

津

章

人

手どもたちが地域の中で生き生き
と暮らせるまち︑私恵与はそんなま
ちづくりをめざし︑言どもたちとの
絆づくりをしています︒手どもたち
が地域とつながり︑地域の中で育つ
活動を行っています︒
これまでの取り組みにより︑地域
の人定ちに子どもたちの姿を目にす

る機会が随分と増えてきたことと︑
子どもたちは地域の中で様々な人と
触れ合い︑体験を重ね︑地域の 員
として育ってくれていることなどを
25年度の主な活動を紹介いたしま

実感しています︒

︒
す

まず︑8年員になります毎週土曜
日午前中のコ泉川っ子体験教室﹂は︑
子ども忽ちの居場所づくりと体験の
壕を提供しています︒

家庭から離れ︑公民館で生活しな
から通学する﹁ワクワク通学合宿﹂は︑

3泊4日の日程で7月78から実施
し︑災害ボランティアで活躍された

講師の実体
験のあ話や
非常食体験︑

ご近所にあ
膵いしてのコも

らい湯﹂な
どを行いま
した︒

﹁第3国

手どもまつり﹂は︑サブ

2月9日八日︶置高松市み恵にコ

ミュニティセンタ1主催の第7回み

虚に駅伝に泉川っ子2チームが出場
いたしました︒他︑泉用感謝祭︑隼
りんの集いなどにも芋づくりのメダ
ルを手渡しするなど︑芋どもたちも
地域の一員としての役割を担って頑

いろんな学年の芋ども恵与ガ一緒

張りました︒

に体験し︑想い出をたくさんつくり

L
eT︑S

ました︒

タイトル﹁みんなでサマフエス

もと︑8月25日 ︵臼︶生憎の雨天

GO﹂のサブタイトルの

の申︑開催しました︒泉川の小・中
学生の実行委員が企画・運営し︑南

小串PTA︑

ンティア︑

高校のボラ

高校・商業

このように今年も磨くさんの子ど
もたちの笑顔に会うことができまし
た︒子どもに関係する︑いや︑しな
くても子どもたちと遊ぶの大好きな
人︑公民館に来ませんか？何時でも
大歓迎です︒子ども大好き人間︑未
来ある菩どもたちにちょっとだけ亨

今年は︑手どもだけではなく︑大
人向けの研修など︑新しいことにも
チやしンジしていき近いと考えてい

を出してみましょう︒

その他︑た
くさんの地
域の皆さん
にご協力を
いただきま

ます︒

室戸の姦抜放は︑﹁サマー高空だ

にかけて泉川っ手引名︑ボランテ

した︒

と称し︑8月3日︵土︶から4日︵日︶

ィァ9名で室戸青少年自然の家に出
かけました︒

登∋
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部会長

太

田

初
平素より皆様には︑当部会の活動

にご理解とご協力を頂き︑誠に有難
うございます︒

さて︑平成25年度の活動報告で
すガ︑泉川校区内にあげる美化を重
点に活動を行いました︒
まず︑主な事例として︑毎琵恒例
の花いっぱい運動や大好き泉川を行
いました︒

泉川校区内の所々に地域の皆さん
と一緒に種から育てた苗を植え︑校
区全体を花で飾ることが出来ました︒

ま恵︑国道11葺バイパス泊いのマ
マイ付近の花壇には︑中高生だ自ら
植付・管理を行い︑子どもからご
年配の方と幅広くご協力して頂きま
した︒また︑大好き泉川では︑バイ
パス沿いのゴミ拾いや除草作業等も
行いました︒
次に環境面について蔓と各年2回
の廃品回収ですガ︑国の法令改正の
為︑実施が不可能になり非常に残念
なことでし恵が︑その分国遵日量
バイパス中央分離帯の植木の植え替
え整備等を行いました︒
以上のような取り親みを当部会で
は行いましたガ︑今後もこのような
活動を継続的に行っていくつもりで

す︒そして︑私たちの住む地域の為︑

次世代の子ども定ちの為に自らの芋
でこの泉川校区の環境美化を推進し︑

今後もご理解とご協力の程︑宜し

美しい街にしていきまし婆つ︒
くあ賄い申し上げます︒

部会長

山

内

光

男

健康で楽しいまちづくりは︑まず
健康からを合言葉に取り組んでまい
りました︒皆様のご協力に感謝申し
上げます︒

平成25年度の活動をご報告致し
ます︒

05月 正しい生活習慣を身につ
けようと屈して生涯学習
部会と共催で開催
07月 求められる健康長寿の在
り方と題して生涯学習都
会と共催で開催
07月 泉川大好っ享の子どもた
ちと料理教室開催
010胃 健康長寿めざしてと題し
て生涯学習部会と︑域福
祉部会と共催で開催
○日月 ウォーキッグ大会 ︵歩き
たくなる散歩コーユ︶ 安
全安心訪会と共催で開催

腰痛を自力で治す方法の
実技・講演開催

○泉川健康体操のマニュアルを今
年中に作成︒
家庭でできる体操なので皆さん︑
楽しみにして下さい︒

以上のような活動をしてまいりま

健康づくり洛会では校区の皆様だ

し恵︒

元気で楽しく過ごせますように 健
幸づくりほのあ手伝いをさせてもら

いつまでも元気に生活できる地域

います︒

づくり皆さんでやりましょう＝⁚

泉川まちづくり新聞
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部 会 長

野

本

敏

久

生涯学習部会の昨年の活動は︑各
部会や会員の皆様の知りたい学びた
いことや地域の課題を取り入れ︑12

回の﹁ふるさと塾﹂を開催し延べ約

4月の﹁傾聴とは・・この講座

500名の方が参加されました︒

では︑話を囁く時は︑相手か安心し
て話せる雰囲気をつくり︑心から相
手の気持ちになって︑素直に聴くこ
とが大切である︒聴いてもらうこと
で人は︑満足感申安心感が生まれ︑
信頼関係が増し︑人間関係の構築に
大きな役割を与えること等を学びま
した︒高齢者向けのボランティアか
らスタートしていますガ︑これ等で
孤独や不安 を 和 ら げ t 空 気 を 出 し て も
らえる一助になること︑家庭や地域︑
人類に於いてこの教えを身に書ける
ことが出来れば︑人間関係も良くな

り︑家庭内暴力も戦争も無く平和な
世の中になるのではないかと感じま
した︒

5月の﹁怠膏・正しい生活習慣を
身につけよう﹂の講座では︑適度な
運動とバランスよく︑よく噛んで︑
念ペ過ぎないこと︑特に主食＋主菜

︵タンパク源︶ ＋副菜︵二品︶を頗
るよう指導されました︒

日用の﹁腰痛を自力で治す﹂講座
では︑地元の体験者が講師となり︑
研修実践されてい争腰痛を感知する
仕組みの説明や腰痛防止の体操を︑
参加者全員で実演を交え実施したこ
とは︑講師と参加者共に充実感があ
り大変有意義であっ恵︒

1月には︑﹁泉川地区の想定され
る自然災害と減災について﹂学習し︑

地葵関連では︑日頃の家屋の耐震対
策︑家具の倒壊︑火災時の避難対応
で災害が少なくすることが出来るこ
とや液状化︑斜面の崩壊が心配され
ることか指摘されました︒
他には︑健康寿命の延伸︑高齢者
の交通安全︑花づくり︑国道バイパ

ス関連︑人権︑経済問題︑子育て法

等多くのテーマを学習い怒しました︒
地域では︑超高齢者の増大と人と
人との繋がりが薄れてきている状況

の中で︑課意は多く有りますガ︑家
庭︑地域の人間関係の良好な関係づ
くり︑健康づくり等︑安全で住み良
い町づくりへの情報提供の役割を担
って︑生涯学習部会は﹁ふるさと塾﹂

を企画して参ります︒みんなで創る

まちづくりに︑先ずは知ることから

の豊かさや生きがいある充実し患生

始まります︒少し時間を割いて︑心

活になる学習会に参画してみません
︒
か

恐

原

茂

好き東川っ子教蛮﹂︑平成帥年度か

・米子市市民自治推進課職員来館 視察研修

鹿川まちづくり協議会活動事例発表
・長野県須坂市 岐皐県伊那市∵視察研修

・佐賀市企画部調整部来館 視察研修

・全国公民館研修集会in富良野

・米子詔永江地区自治連合会、職員他来館

・阪南市公民館運営審議会豪農来館 研修

鹿川まもづくり協議会活動事例発表
・文部科学省委託事業r公民館等を中心とした

・リベルタスコンサルティング 来館

泉川公艮蝋に視察を受け入れて感じること
篠

ら多くの方が視察に来られました︒

平成17年度からスタートした ﹁大

来訪者は大学の先生︑教育委員会の
職員︑公民館職員︑自治会長さん︑
各種団体長さんと多岐に覚っていま
ます︒

らは学校地域支援本部事業にも取り
組んでおり︑学校の環境美化︑読み
聞かせや図書館支援活動が推進され︑
地域と学校が身近な関係になってい

今年も泉川公民館に︑全国各地か

す︒その時︑いつも聞かれるのは

﹁ど

うして泉川では地域活動がこんなに

平成柑年から︑新居浜市の補助金

3．﹁自立の精神﹂ です︒

⑳

活発なんですか？﹂ という富農です︒

学校支援地域本部事業について研修一
・中予教育事務所来館 視察研修

・高知県梼原町 先進地研修

制度が公募に変わり︑補助金が無く

・米子市の「未来づくり・人づくりj

泉川まもづくり協議会の研修
・鬼北町職員来倭

社会教育活性化支援プログラム」成果発表
…東京代々木

そんな時︑いつも私はこう答えてい
ます︒私達のまちづくりのモットー

・大分県中津市 事例発表

その時に金の切れ目が

・香川県三谷コミュニティセンター来館 研修

「地域とともに育つ子どもたち」

研修

視察研修
・米子市自治連合会会長20名来館

・第6固地域教育嚢践交流集会 参加

なりました￠

﹁大好き泉川寄付金制度﹂ を作り︑地

・米子市市民自治推進課職員来館∴視察研修

・生涯学習大学 「元気な地域の秘訣」、

参加

線の切れ目では情けないとの思いで︑

このことが︑依存で

域の皆さんから浄財を集め︑活動資
金としました8

はなく︑自主自立の泉川の根源だと
思っています︒
視察に来られた方からは︑自分達
のまもでも導入できる番は実践した
いとの声も聞きましたし︑その後も
切磋琢磨の関係を継続している所が
たくさんあります︒これこそがまち
づくりの醍醐味であり︑財産だと思
うのです︒
今後も︑地域の皆さんと一緒に︑﹁社
会教育は︑学んで︑実践﹂ を肝に銘
じ頑葬っていきたいと患っています︒

「健康長寿」ワークショップ

コミュニティスクール視察研修

は ﹁自分達のまちは︑自分達の力で﹂

うことです︒

ということで︑とにかく実践ですと
答えます︒社会教育の盛宴性と言っ
ても中々正しい答えは見えてきませ
ん︒しかし︑これだけは言えると思
うのは︑他人に求めるのではなく︑
自分達に何ができるかを考え行動に
移すことは誰でもできるはずだとい

私の考える泉川のまちづくりの特
徴は次の三点です︒
1㌧ ﹁地域の課題は自分達の力で解
決しよう﹂という姿勢です︒

国道‖号バイパスの里親制度や花
いっぱい運動︑子どもの安心安全マ
ップ︑健康体操︑防災訓練︑通学合
宿等々︑地域の皆さんの力が結集す
ることで課題が解決されています︒
2．﹁子どもたちを地域全体で育て
よう﹂と言う姿勢ですb

・慶應義塾大学 伊香賀 俊治研究グループ

・油谷公民館（山口県） 遅番委員他
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