《平成 2４年度事業計画（主なもの）
》
◆毎月・挨拶運動・定例会・赤ちゃん(4 ヶ月未満)訪問
子育てサークル（キューピークラブ）支援
◆隔月・ふれあいいきいきサロン
小規模多機能ハウス運営推進会議
グループハウス運営推進会議
◆４～６月・災害時要援護者宅訪問調査
◆１０月・児童育成クラブとの交流会・共同募金活動
◆６、１1 月・単位民協研修会

青少年健全育成協議会
◎会長 下川 幸一
本会は地域における青少年の健全育成を目的とし
て、次の事業を行います。
①非行防止・補導 ②環境の浄化 ③地域住民の啓
蒙機関紙の発行 ④プレイパーク
《平成 2４年度事業計画（主なもの）
》
◆あいさつ運動（毎月１日 田迎小・１５日 託麻中）
地域パトロール 登校時あいさつ運動
◆環境浄化推進
◆第６回プレイパーク（１２／１５田迎２丁目公園）
◆幸田夏祭り（７月お化け屋敷）◆地域研修 （９月）
◆託麻中 生き生きネットワーク会議（６・１１・３月）
◆託麻中 中学生地域交流推進事業
◆校区青少協だより発行（８月・３月）

交通安全協会
◎会長 高本 信人
本会は、交通安全意識の向上を図り、交通の安全と
円滑を図ると共に、
推進員の融和親睦を図ることを目
的として、次の事業を行います。
（１）交通道徳の高揚（２）交通安全教育の推進
（３）交通事故防止のための調査研究（危険箇所点検）
（４）その他本会の目的達成に必要な事項
《平成 2４年度事業計画（主なもの）
》
◆定期事業
（１）街頭指導 交通安全日（毎月 1・10・20 日）
（２）交通安全広報巡回（毎月１日及び安全運動時）
◆臨時事業
（4 月）新入学児童登校時の街頭指導、危険個所点検
春と秋の全国交通安全運動
☆カーブミラー設置や危険個所点検等依頼事項承り、
関係機関へ要望しています。
飛び出し注意の看板の
新設、及び老朽化に伴う取替設置。
☆交通安全日での街頭指導していただける方 １・
２・３・５・各町内の推進員を募集しております。

体育協会
◎会長 石原 輝捷
本会は、
社会体育の振興を通じて地域住民の健康と
協調・融和・連帯に資し、明るいまちづくりに寄与す
ることを目的として、次の事業を行います。
１．平成２４年度の目標

（１） 各種団体と連携して体育協会の活動を行い、明
るいまちづくりに寄与する。
（２） 体育協会の諸活動を通して町民の健康づくりと
親睦・融和を図る。
（３） 青少年の体力向上を支援する。
２．努力事項
（１） 幼児から高齢者までの健康づくりとふれあいを
推進する。
（２） スポーツクラブの活性化を図る。
（３） 体育協会の諸活動の広報を充実する。
（４） 総合型地域スポーツクラブの設立を目指す。
（５） 町民のスポーツに対する意識の実態を活用する。
（６）体育協会のボランティアスタッフや支部の部員
を増やして組織の充実と運営の向上を図る。
（７）
田迎小分離新設校にともなう田迎校区体育協会の
分離を計画的に行う。
《平成 2４年度事業計画（主なもの）》
◆ ７／０１・町内ティボール大会
◆ ８／１６・各種団体と体協役員会(町民運動会)
◆ ９／０８・AED(自動体外式除細動器)講習会
◆１０／０７・町民運動会
◆１０／３１・町民ゴルフコンペ
◆１１／１８・グラウンドゴルフ（託麻中学校）
◆１２／０８・キッズサッカー教室と大会
◆ ２／１１・歩け歩け大会（動植物園往復）

公民館
◎館長 東 旭
本館は田迎校区住民をもって組織し、
町内公民館相
互の連携を勧め、社会教育の充実を計り、住民意識の
高揚・連帯感の育成と文化の向上に努め、地域社会の
健全な発展を期することを目的として、
次の事業を行
います。
（１）町内公民館相互の連携協調
（２）研修研究・講演会の開催
（３）広報紙の発行・資料の収集と調査
（４）体育・レクリェーション等の開催とその助成
（５）公立公民館・その他各種団体との連携
（６）地域公民館の使命達成に必要な事項
《平成 2４年度事業計画（主なもの）》
◆広報活動の充実 ◆各種団体との連携
◆ふるさと愛の啓蒙
◆「れいすい」の発行（７・９・11・1・３月）
◆歴史探訪（夏休み期間の８月に実施）
◆幸田夏まつり・市民のつどい（７月）

防犯協会
◎会長 平野 文洋
本会は防犯思想の普及徹底を図り犯罪のない明る
い町にすることを目的として、次の事業を行います。
（１）防犯対策の総合的計画。
（２）防犯思想の普及宣伝。
（３）青少年の補導と環境の浄化。

（４）関係各機関との連絡調整。
（５）民・警の融和と親睦及び犯罪捜査協力。
（６）その他防犯上必要な事項。
《平成 2４年度事業計画（主なもの）》
◆年間通して、防犯推進員の方々による（登下校時）
の見守り、青パトでのパトロールを実施

消防団
◎団長 西田 勉
消防団は、その施設及び人員を活用して、住民の生
命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水・
火災又は地震等の災害を防除し、これらの災害による
被害を軽減することを任務として次の事業を行います。
《平成 2４年度行事計画（主なもの）》
◆市 ・秋・春の火災予防週間の広報活動
・熊本市消防団小型ﾎﾟﾝﾌﾟ操法大会（７ 月 ２ 9 日）
・ポンプ性能検査及び出初め式ﾘﾊｰｻﾙ（１１～１２月）
・年末特別警戒（１２月２８・２９・３０日）
・消防出初め式（１月 13 日）
・第４方面隊警防技術訓練（平 成 ２ 5 年 ２ 月）
◆校区・どんどや（１月）
・消火栓点検（１・２月）
・町内夏祭り（８月） ・町民運動会（１０月）

子ども会
子どもたちの活動を主体とした行事を計画したり、
年齢相応の人間関係や活動体験の機会を与えて、
子ど
もたちを地域で健全に育てていくことを目標にしています。
◎1 町内会長 米満早苗
◎2 町内会長 野村光美・冨永京子
◎3 町内会長 長広英子・大野恵美子
◎5 町内会長 庄山悦子・岩田郁江
《平成 2４年度事業計画（主なもの）》
６月・レクリェーション
７月・ラジオ体操・幸田夏祭り・校区 T ボール大会
８月・ラジオ体操・納涼夏祭り
９月・こども宮相撲大会・敬老会
１０月・校区大運動会
１１月・レクリェーション（５町内）
１２月・レクリェーション・プレイパーク
１月・どんどや
３月・進級・卒業祝・役員合同引継ぎ

田迎地域コミュニティセンター運営委員会
◎会長 西田 耕造
運営委員会は、公の施設であるコミュニティセンタ
ーを管理運営するために設置された委員会です。
委員会の委員は、田迎校区の地域に密着した活動を行
っている団体から推薦された者及び事務管理員をもっ
て組織されています。この委員会がコミュニティーセン
ターの管理運営を行います。
◎田迎地域コミュニティーセンター
当センターは、
地域の自主的主体的なまちづくり活動

を育み、地域の連帯を深め「自分たちのまちは自分たち
の手で」つくる田迎地域住民のまちづくり活動拠点施設
です。
毎週日曜日の午後を「地域住民交流の日」と設定し、
当コミュニティセンターを田迎校区住民の方に無料開
放しています。
皆様の参加をお待ちしています。
（現在は、囲碁を楽
しんでいます。）
◎運営委員会メンバー
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地域での役職等
校区自治協議会会長
校区社会福祉協議会会長
3 町内自治会会長
事務管理員
事務管理員
事務管理員
事務管理員(非常勤)
１町内自治会会長
校区まちづくり委員会会長
2 町内自治会会長
5 町内自治会会長
校区老人クラブ連合会会長
校区女性の会会長
託麻中学校 PTA 会長
田迎小学校 PTA 会長
校区民生・児童委員代表
校区青少年健全育成協議会会長
校区交通安全協会会長
校区体育協会会長
校区公民館館長
校区防犯協会会長
校区消防団団長

【田迎地域コミュニティセンター臨時休館日のお知らせ】

８月１３日（月）から８月１５日（水）まで
盆休みのため臨時休館しますのでお知らせします。
「田迎校区まちづくり」の
ホームページをぜひご覧ください。
www.tamukae.jp/

tamukae と検索するだけでも開きます。
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