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平成３１年 ３月３１日現在  

【世帯数】    ２４１戸  

【人 口】 男 ：３４２名  

 女 ：３５４名 

 合 計：６９６名 

発行日：平成 3１年 0４月 2４日 

発 行：宮川まちづくり協議会  

 

 

 

４ 月号 

平 成 3 1 年 度 区 長 会 紹 介 

各区の総括と宮川地区全体のことに、ご尽力いただきます。 

 

会 長  河原  勝  （本保） 前列真ん中 

副会長  宮川 克彦  （竹長） 後列左 

区 長  澤田 強志  （大戸） 前列左 

区 長  明河 真也  （大谷） 前列右 

区 長  柴田 辰彦  （新保） 後列右 

区 長  東  哲司  （加茂） 後列真ん中 
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区長  表紙をご覧ください。 

 

区長代理・農家組合 

大戸区              前野 浩良 

竹長区              林  明範 

本保区              清水 省悟 

大谷区              明河 利典 

新保区              増田 栄之 

加茂区              前野 伸吉 

 

各種団体長・委員 

生活環境整備委員長       森   誠          

虫送り保存会 会長        明河 正治 

体育協会 会長         松宮 邦夫 

老人クラブ 会長         中川 儀彦 

いずみの会 代表         森  温子 

青年クラブ 代表         竹中 裕一 

食生活改善推進委員長      米田 史江 

保育会 会長           正木 啓敬  

子ども会 会長          清水 崇司 

民生委員 （地区長）        杉村 宗保 

民生委員             河原 きみ子 

民生委員             米田 宏恩 

土地改良組合理事長       河原  勝 

用水・排水組合長         朝日 保雄 

交通安全班 班長        前野 浩良 

消防団 分団長         清水  修 

防犯隊 支隊長         小畑 善敬 

野木川改修促進協議会      垣本 正直 

母子福祉会 会長        重田 志げ実 

市保健推進員          窪田 幾代 

市保健推進員          米田 史江 

日赤奉仕団宮川分団長      前野 美穂子 

宮川小学校跡地利活用検討会   嶋田 和彦 

内外海宮川間道路整備促進期成同盟会 

河原  勝 

 

公民館運営審議委員 

公民館運営の調査・審議にご協力をいただきます。 

委員長              竹中  忠 

委 員（区長会長）        河原  勝 

委 員（宮川まちづくり協議会会長） 澤田 康夫 

委 員              窪田  収 

委 員（生活環境整備委員長）   森   誠 

委 員（女性代表）        渡邉 美和 

委 員（女性代表）        林  静子 

 

宮川まちづくり協議会 

顧問（市議会議員）        垣本 正直 

会長               澤田 康夫 

副会長              谷川 治一 

副会長（区長会）         宮川 克彦 

副会長（生活環境整備委員会）   森   誠 

  

平成 31年度 各種団体役員のご紹介 
今年度、宮川地区のために色々な場面でお世話になる皆さまです。 

敬称は省略させていただきます。 

野木川沿いの桜（4月） 
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平成 30年度 区長会長 退任の挨拶 

杉村 佳昭 

春粧の候、宮川地区の皆様には、益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。こ

の度、区長会長を退任させていただきました。在任中は、地区民の皆様からの 

お力添えをいただいたこと、篤くお礼申し上げます。 

平成３０年度には、総務省の過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事

業に採択され、『まほろばの里・若狭みやがわ創生事業』の取り組みが始まりま

した。また、宮川小学校が閉校となりました。そして、今年 5月には『令和』の時

代を迎えます。これらにより地区内でも、影響が次第に現れてくることになると思

われます。新年度の区長会の皆様には、時代の過渡期にあたり、何かと大変か

と思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 

この時代の過渡期を乗り切り、宮川地区が更なる発展を遂げ、より一層住み

やすい地域となりますことをご祈念申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。 

地区民の皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。 

 

 

平成 31年度 区長会長 就任の挨拶 

河原 勝 

平成 31年度区長会を代表し、ご挨拶を申し上げます。 

 今年度は平成が終わり、また令和元年が始まる重要な年度です。また宮川

小学校が閉校し、小浜美郷小学校が開校した記念すべき年でもあります。大変

複雑な気持ちではありますが、地区民の一員として区長会一同、表紙の写真の

ように「ガンバロー！」と思っています。 

 さて、私事ではございますが、平成 4年度に１回目の本保区長をさせて頂きま

したが、少子高齢化の荒波に本保区としても抵抗することができず、２回目の本

保区長として地区に出させて頂くことになりました。前回の区長時代は、松宮会

長を始め前向きな人たちが多く、「楽しくやろう」をモットーに何でも積極的に取り

組んできました。今年も、「どうせやるなら自分たちが楽しく」はもちろん、「宮川地

区の皆さんにどれだけ楽しんでもらえるか」をメインテーマに各行事を見直すととも

に、より効率的な取り組みが行える様、知恵を絞っていきたいと考えています。 

 ただ、一年限りの区長会です。どれだけのことができるのか全くわかりません。各種団体等のご協力、ご教示を

頂戴致しまして新たな宮川まちづくりの一歩になれば幸いかと存じます。何卒宜しくお願い致します。  

就 任 ・退 任 のごあいさつ 
新旧区長さんからの心のこもったご挨拶です。 
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公民館主事 異動の挨拶 

宮本 美智子 

この 4月から松永公民館へ異動になりました。縁 

あって宮川公民館で勤めさせて頂いて 19年あまり。 

その間宮川地区の皆様にはまるで家族のように接し 

て頂き温かく教え導いてくださいましたこと、ありが 

たく感謝の気持ちでいっぱいです。 

今もおひとりお一人のお顔が目に浮かびます。 

この「心のふるさと」とも言える宮川で頂いた数多くの 

経験やご縁は、私にとって貴重な宝・財産であると 

ともに、道標となっています。時節も平成から令和 

へ移り変わろうとしています。この新たな風にのって、 

今後宮川地区がますます魅力ある地域となり 

ますようお祈りしております。 

本当に長い間お世話になり 

ありがとうございました。 

 

 

公民館主事 着任の挨拶 

河村 美紀 

 

今富公民館から異動してきました、今年 

で主事５年目です。 

宮川地区はひまわり畑が有名で、何度 

か見に来させていただきました。 

一面に咲くひまわりの美しさに、感動した 

のを覚えています。そんな宮川で勤務させ 

ていただけることをとても幸せに思います。自 

然豊かな土地とあたたかい人柄の宮川地区。 

今富での経験を生かしながら、地区民 

の皆さんに寄り添っていけるよう努力して 

いきますので、いろいろ教えてください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

色々な方の色々な思いがつまった希望の小学校！ 

宮川小学校閉校の物寂しさがまだ残る 4月 3日（水）、これまで

色々な人が関わって創りあげてきた小学校が産声をあげました。 

体育館での式典後、校外に出て記念セレモニーが行われました。 

宮川地区開校準備委員会は、「記念 

植樹」を担当。宮川地区児童代表と 

して清水凛音さんが参加しました。 

タイムカプセルも各地区代表の

児童たちで埋めました。 

宮川地区代表は横井詩織さん。 

開校記念碑の除幕式。

宮川地区代表として紐

を引っ張ったのは、冨

永雄人さん。 
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３月 27日（水） 

新保区 大幡彦姫神社 

「仮殿遷座祭 かりどのせんざさい」

社殿を新造する為、ご神体を一度仮

殿に遷す神事が執り行われました。 

 

 

 

ご神体が人目に触れることは憚られ

るため、日が沈んで辺りが見えなく

なる「浄闇（じょうあん）」になって

から、ご神体が仮殿である新保区ふ

れあいセンターへ遷されました。 

４月２日（火） 

区長・運審・まち協合同会議 

この日、今年度の主要行事の日程が

決められました。今年度は行事をス

リム化・効率化・活性化します。 

お楽しみに！ 

 

 

４月５日（金） 

宮川保育園 入園式 

 

今年度新しくお友達になったのは、 

次の６名です。 

 

 さくら組（３歳児） 

やまもと よういちろうさん 

 

 ばら組（２歳児） 

きのした ゆうせさん 

まつみや るいさん 

 

 ちゅうりっぷ組（１歳児） 

しみず  いちかさん 

なかじま ひろとさん 

やまもと きっぺいさん 

４月８日（月） 

小浜美郷小学校 入学式 

 

宮川地区から入学した新１年生は、

次の８人です。 

 

 木下 幸奈 さん 

 桑田 幸河 さん 

 冨永  樹  さん 

 中嶋 有彩 さん 

 平尾 すずはさん 

 正木 杏奈 さん 

 参河 清大 さん 

 安井  彩  さん 

 

４月９日（火） 

小浜美郷小学校へ 

バス通学開始 

 

新保区とひまわり台の小学生は、毎

朝公民館前からバスに乗っていま

す。みんなバス通学が新鮮で楽しい

ようで、乗り降り時はとても賑やか

です。 
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予告 敬老会は 6月 9日（日）に決まりました。 

 

             主事：河村 美紀  館長：桑田 貞義  主事：吉村順子 

                １年目      ３年目     ２年目 

 新区長会長の河原さんが、年度初めの会議で「どうせやるなら自分たちが楽しくやろう」と挨拶されたのを聞

いて、「格好いいな～。」と思いました。後日広報への依頼原稿を読んで、 

河原さんがそう考える理由が、前回区長をなさった時の区長会長を中心と 

する区長会の雰囲気のせいだったということが分かりました。 

言葉ではなく生き様をみせることで年少者に影響を与えることができる 

って、格好いいな～！私の子育ての指針も、同じです。（Y） 

５月の休館日 〈10日間〉 

01（水・即位の日）  02（木・休日）、 

03（金・憲法記念日） 04（土・みどりの日）、

05（日・子どもの日） 06（月・振替休日）、 

13（月）       19(日・第３日曜)、 

20（月）       27（月） 

 

 

5月の行事予定 

09、23（木） 小浜病院巡回診療日 

  （14：00～、宮川公民館） 

14（火） すくすく広場 

（9：30～11：30、宮川保育園） 

21（火） いきいき 100歳体操 

（10：00～、宮川公民館） 

25（土） 通学路花いっぱい運動 

プランター植栽 

      小浜市水防訓練（08：00～） 

26（日） さつき休み、子ども神輿 

（加茂・大戸区、新保区） 

30（木） 狂犬病予防注射 

（11：00～11：10、宮川公民館） 

働き者の館長さんと 

明るく元気な吉村さん

の３人で、楽しく過ごさ

せてもらっています。 

すべてが初めてなの

で戸惑うこともありま

すが、笑顔と感謝を忘れ

ずがんばります！ 

周りの方のお蔭で何とか

１年間を乗り切ることがで

きました。今年度も「宮川

地区広報係」として、地区

民のみなさんに身近で親し

みやすい広報紙をお届けで

きるよう、がんばります。

また、宮川公民館 Facebook

も随時更新して地区内の

日々の出来事を発信してい

ますので、ご覧ください。 

今年度で３年目を迎えようやく年間の流れがわかったような気がします。 

昨年度は宮川小学校閉校や小浜美郷小学校開校と多忙な１年でした。今年度は、廃

校となった宮川小学校をいかに活用していくか検討をしていきたいと思っています。 

 

野木駐在所の 

駐在員さんが 

代わりました 
時岡俊介さんが異動に 

なり、車田恭佑さんが 

新しく着任されました。 

今年度公民館職員の紹介 


