ふ れあい
第七回総合防災訓練が３月
４日に開催されました。

【黒石団地もりあげ隊】に
よる「Ｂ級グルメと作品展」
が黒石団地公民館で開催さ
れました。

２月３日～４日「Ｂ級グルメと作品展」が
開催されました。サロンでは無料のお茶や
ジュース、コーヒがあり、おでん、焼きそば、
焼き芋、あげたこ、ぜんざい、おこわ、豚汁
などを安価で食べながら、作品を鑑賞して
いました。２日間で４５０名の区民が訪れ
て大いに賑わいました。
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区民の皆さんの手作り作品

区民の皆さんの手作り作品

サロンでＢ級グルメ

井福代表と作品

書道教室の作品

消火器による初期消火訓練
放水訓練
ＡＥＤ取り扱い説明

黒石公園横で訓練用の消火器を使って、初期消火
訓練で多くの区民が参加しました。
黒石公園横で実際の放水訓練が
あり区民も体験しました。

黒石団地区自治会
白タオル

第 56 号

３月４日（日）午前８
時より総合防災訓練
が実施されました。
発災の告知後に対策
本部が設置され、本
部長の指示で班長の
各戸安否確認を始め
、婦人部の炊き出し
訓練、組毎の消火栓
取り扱い訓練、要救
助者訓練、黒石公園
で放水訓練、初期消
火訓練があり、公民
館ではＡＥＤ取り扱
い説明の後おにぎり
が配られて訓練は無
事に終了しました。
ご協力頂きありがと
うございました。
対策本部
炊き出し訓練
婦人部

各戸安否確認
要救助者訓練
組毎の消火栓取り扱い訓練

平成３０年３月
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編集者

津留健二
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8

平成 年 月「年末夜警」が
実施されました。
害状況の確認のための巡回を実施。多く
の組員の方から、組長の赤色灯（棒）を
みたら、安心したという言葉を頂きまし
た。もう一つは、夏祭りの「子供みこし」
です。子供のいない私にとって、きらき
らした目をもった子供たちがグランドに
入ってくる場面は熱く思い出されます。
頼りない組長でありましたが、本当にお
世話になりました。

婦人部長
石河豊子
一年間、婦人部の皆さまに支えられて終え
ることが出来たと、とても感謝しておりま
す。黒石団地を終のすまいと思い、家を建
て子どもを育て何年も住み続けると愛着
も人一倍になってきます。それはどなたも
同じと思います。区民のニーズの違いとか、
取り巻く環境とかで難しくなってきてい
る自治会活動を皆が無理なく、肩ひじ張ら
ずに参加出来る自治会活動を目指すこと
が一番の理想と思います。とても短い間の
協力しか出来ませんでしたが、また協力で
きる時が来たらやりたいと思います。一年
間ありがとうございました。

平成 年 月 日の「どん
どや」は雨の為中止しました。

75 歳以上

区民の皆さんが楽しみにしていた「どんど
や」は雨の為中止しました。過去初めての
ケースで対応に苦慮致しましたが、来年
ご協力の程宜しくお願い致します。

自治会から
のお知らせ

日（日）
年度 通常総会

※月 日（日）
合同班長会議
※月 日（日）
リサイクル資源物回収

敬老会

黒
※石団地区自治会では左記の方
にお祝い金や記念品を贈呈して
います。該当する方は、お近くの
班長や組長へお知らせ下さい。

４
※月
平成

20 歳
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餅つきの様子

平成 年 月で退任する
皆さんご苦労様でした。

16

北２組長
木下 偆春
組長に上番し早いもので任期の２年目が
終わろうとしています。上番早々の甚大な
被害を出した熊本地震・自治会の改編・
諸行事の開催等、各種行事を通じ、地域の
方との繋がりの大切さを再認識し一組長
として又個人としての貴重な経験をさせ
て頂きました。今回の組長下番にあたり
諸先輩方のご指導ご支援地域の皆さま方
から頂きましたご協力に感謝し厚くお礼
申し上げます。

25

パトロール後の休憩
パトロール後の休憩

餅つきの様子

南 組長 道下 健一
組長としての 年間の責務を全うできた
ことに、安堵しています。感想は人それ
ぞれでしょうが、『組長って、それほど
大変じゃないな』というのが私の率直な
感想です。自治会活動を通じて、今まで
接点の無かった方々と接点を持てたこと
は大変有意義でしたし、これからも、無
理をしない範囲で自治会活動に協力して
いきたいと考えています。
お世話になった方々、本当にありがとう
ございました。

23

100

平成 年 月 日～ 日午後 時から「年
末夜警」が実施されました。夜警には自主
防災組織の組長、班長、防犯パトロール隊、
ボランティア参加の皆さんの参加で約 名
の方が参加してくれました。 日は防犯パ
トロール隊の皆さんで夜警を行って頂き
ました。ご協力頂いた皆様ご苦労様でした。

29

30

餅つきの様子

会計長
山邉尚幸
一年目は試行錯誤の連続。二年目、方向性を
出せました。今年度の課題は環境整備・安
全確保のためのインフラ事業推進でした。
公民館（３年）・街灯（５年）のＬＥＤ化を
計画しました。公民館は進捗状況が速く、
次年度全て完了。街灯も順調に取替が行わ
れています。その他、まだやり残したことが
平成 年 月 日 年の瀬
多々あります。しかし、私は自治会役員は区
餅つき大会を開催しました。 民にとって機会均等だと考えています。多
くの区民の方が自治会活動に参加されるこ
平成 年 月 日午前 時から恒例の「年 とを希求します。
の瀬餅つき大会」が開催されました。
今回は多くの子ども達が参加していまし
た。ついた後はあんころ餅やぜんざいに
しておいしく食べていました。

広報委員長
津留健二
家を建てて 年間は、転勤で留守でした。
平成 年から自治会活動に関わる様になり
、班長、組長、広報委員長と約７年間、活動
してきました。おかげで多くの方と知り合
い 年間のブランクが埋まった様に思いま
す。自治会活動は初めてでしたが沢山の方
に助けて頂き、なんとか責務を果たせたと
思っています。今回退任する決意を固めま
したが、まだ後任者が決まっておりません。
広報委員長は自治会の活動を側面から見る
事で全体のながれが良くわかる立場だと思
います。ぜひ、興味のある方の応募をお願い
致します。退任しても自治会活動には参加
して行きたいと思っております。ありがと
うございました。
25

各組で班長、行事部員、婦人部員として、
自治会活動にご協力頂いた区民の皆さま
一年間ご苦労さまでした。

成人の日

公民館玄関
出発式

1

南２組長
古賀 進
２年前、組長になった直後に、忘れられな
い熊本地震が発生し、災害時には共助の
大切さが痛感させられ、日頃から住民間の
交流を図っておく必要性を感じました。
黒石団地はマンモス化と高齢化が見られ
自治会活動に色々問題が生じ今後の活動
自体に支障をきたすことも懸念され現状
を真剣に考え住民の協力が望まれます。
縁あって団地に住み続け今後も健康に十
分気を付け、団地が取り組む行事に参加
し楽しい余生を送りたいと思います。

22 30 15

23

10

１

０歳

13

29

12

28

23

30

４

30

西組長 富田 健治
年間お世話になりました。この間思い
出深かったことは、一番目はやはり、熊
本大震災の発生。組長になったばかりの
月 日、まだ西組の守備範囲さえ把握
していない深夜青山前組長とともに、被
2

4

赤ちゃん誕生

５

29

29

12

29

12

12

餅つき準備

2

平成３０年３月

黒石団地区自治会 区報

