
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号  

令和元年１１月３０日現在 

【世帯数】     ２４３戸 

【人  口】 男 ：３３７名 

女 ：３５４名 

   合 計：６９１名 

発行日：令和元年１２月 2３日 

発 行：宮川まちづくり協議会  
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集
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宮川地区にスパイダーマン現る！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区で一番サンタが 

似合う、竹中忠運審長。 

宮川地区の区長さんって 

どん人たち？ 

昨年度好評企画！ 

本保区 

河原勝区長会長(69) 

 
1. おだてられるのと何でも引き受

けてしまう。断るのが下手くそ。 

2. 誰かがやらないと駄目な仕事

(義務感たっぷり)。 

「行政の小間使い」だな。 

3. 後３カ月ほどで楽しかった（？）

区長も終わりですね！ 

4. 現状に合わないとして地区行事

などを廃止することは簡単です

が、今後地域防災力の充実など

のために地区の団結力を維持し

ていくためには、実は必要な行

事が多いと思っています。 

5. ほとんどが子ども世代の区長さ

んばかりですが、色々コミュニ

ケーションを密にして楽しくや

っています。 

6. 子どもや孫たちが住みたいと思

うような地域。そのためには地

域コミュニケーションや地域防

災力の充実が肝要ですね。 

竹長区 

宮川克彦 

副区長会長(52) 

 
1. 大雑把、楽天家、行き当たりば

ったりの人。 

2. ３回目の区長ですので、いかに

楽をするか？考えていました。 

3. 区長として、どれだけのことが

出来たかと考えると、何もでき

てないなーと反省しています。 

4. ふるさとまつりの準備で餅つき

をしたのですが、老人クラブの

女性の方と交流ができ、色々と

教えて頂き楽しかったです。 

5. 今までも、宮川のために色々な

役職を務められ、今年度も宮川

地区区長会長を引き受けていた

だき、また、小浜市の連合会長

も務められているとても立派な

方です。 

6. 若い方からお年を召した方まで

安心して暮らせるところになっ

ているといいですね。自分も年

をとりますから。 

 

大戸区 

澤田強志区長(40) 

 
1. 一見きつそうに見えるけれど、

優しいらしい…です。 

2. もう、ただだた、「大変そう。」

としか思いませんでした。 

3. あと少し！頑張れ、俺！（笑） 

4. 敬老会やふるさと祭りなど区長

として関わらせてもらいました

が、その中で、宮川地区の人は

子どもからお年寄りの方まで、

世代を超えて仲がいいなぁ、平

和だなぁと本当に思います。 

5. 普段はニコニコしていて、「優し

そうなじぃじ」という感じがす

るのですが、いざという時はリ

ーダーシップがあり、行動力も

あって、「この人についていこ

う！」と思える人です。 

6. 大戸区にコンビニと居酒屋とガ

ソリンスタンドができるといい

な（笑）やっぱり、ちょっと不

便なんですよね。 

 



   

大谷区 

明河真也区長(40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 宮川地区が何気に大好き(笑)。優柔

不断なわりに頑固。 

2. （歴代の色んな区長さんを見てき

て、）大変な仕事だろうな～。 

3. 今年はいろんな点で『変革』のあっ

た年だと思います。これから若い世

代が区長はじめいろんな役を担っ

ていく上で、不要な負担は減らして

効率化を図り、逆に良い部分は伸ば

していく事。それには幅広い世代の

協力と協調性が必要で、宮川ならそ

れが出来る誇れる地区だと、区長業

務を経験して一層感じることが出

来ました。 

4. 今年度は新たな試みや大きな変化

のあった年でどれも印象深いです

が、やはり一番は大谷区の御開帳で

す。大谷区民全員の力をお借りして

開催することができた、感謝しても

しきれない思い出深い行事でした。 

5. 笑顔が印象的。お酒が好き(笑) 

物静かだけど、色んな役でしっかり

まとめてくださる頼りになる方で、

今年一緒に区長が出来て良かった

と思っています。 

6. 若者が宮川地区のことが好きで定

住してくれ、老若男女が仲よく、地

区全体が穏やかに過ごせるように

していかなければと思います。 

新保区 

柴田辰彦区長(43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 完璧主義な所があるくせに怠け

者で、あかんたれだと思います。 

2. 周りからは大変としか聞かず、

正直、自分に務まるわけがない

という思いでいっぱいでした。 

3. 本当に、大変なんだなと…苦笑。 

新保区だけでもまだまだ勉強す

る必要があると思いました。 

4. 区長になって右も左も分からな

い状態での選挙運動ですかね

…。ふるさと祭りも、皆さんの

努力が実を結び、盛大に開催さ

れ、非常に印象に残っています。 

5. 河原会長は最高です！僕のよう

な若輩者にも同じ目線で接して

くださり、頼れる兄貴の様な存

在で、全幅の信頼を寄せていま

す!!!! 

6. 田舎であっても、過疎化が進ん

でいても、それでもやっぱり、

元気で活力のある宮川になって

いって欲しいです。具体的な策

はこれからも模索していかなけ

ればならないでしょうが、全世

代が協力して宮川地区を盛り上

げていって欲しいです！ 

加茂区 

東哲司区長(40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 実は感情移入しやすく、涙もろ

い。 

2. 前例通りにこなせば、どうにか

なるだろうと思っていました。 

3. もう最終コーナー。引継ぎをし

てバトンタッチ。 

4. ふるさと祭りです。準備の際、

たくさんの方が進んで協力して

くれ、こうやって成り立ってい

るんだと実感しました。 

5. お酒が大好きな人です。コミュ

ニケーションは飲み会で図って

ます。色々な知識をお持ちなの

で、たくさんのことを勉強させ

てもらっています。 

6. 宮川地区から空き家が無い状態

になっていたらいいと思いま

す。今でも年々空き家が増えて

きているので、どうにか取り組

んでいかなければならない問題

だと感じています。 

今年度も、もう 12 月。令和元年度の区長さんとして、４分の３が終わりました。そこで、昨年度も多くの

反響をいただいた区長さん企画を今年度もお願いしました。質問事項は、以下の６点です。 

1. 自分って、どんな人ですか？ 

2. 区長になる前に（区長の仕事について）思っていたこと。 

3. 今、区長として思うこと。 

4. ４月以降区長として関わったことで心に残っていることは何ですか？ 

5. 河原区長会長って、どんな人？（河原区長会長は、「今年の区長会って、どんな区長会？」） 

6. 将来、宮川地区がどのようになっているといいなと思いますか？ 

自分の区の区長さんはもちろん、それ以外の区長さんもどんな方なのか、この機会にお知りください。 

 



 

１１月１５日(金) 

宮川地区老人クラブ 

親睦ワナゲ大会 

 

例年はゲートボール大会でしたが、

年々ゲートボール人口が減ってきてい

るので、今年の役員さんは「気楽に取

り組めて、いざやりだすと燃える」ワ

ナゲ大会を今年初めて企画しました。

参加者なんと 60 名！公民館での事前練

習も含め、大盛り上がりでした！ 

 

 

 

 

１１月１８日（月） 

市長と語る夢トーク 

in宮川 

 

初めに市長から今年度の市の重点施策

についてお話を聞いた後、宮川地区の

参加者から、 

について意見が出されました。 

 

 

 

１１月 20日（水） 

宮川の歴史を伝える会 

郷土誌編纂勉強会 

 

年度内発刊をめざしてラストスパート

をかける「宮川の歴史を伝える会」の

メンバーなどが、若狭図書学習センタ

ー主任司書の渡辺力（つとむ）氏か

ら、若狭管内郷土誌の発刊状況と特徴

について概要説明を受け、発刊予定の

『続編 宮川の歴史』を編さんするう

えでのアドバイスもいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一位：冨永昌栄さん（新保区） 

 二位：森岡修治さん(新保区) 

 三位：松宮恵子さん（加茂区） 

 

・人口減少と空き家対策について 

・小浜地元企業への若者採用の 

後押しについて 

・北陸新幹線などインフラ整備と

まちづくりについて 

11月 29日  

ふるさとまつり反省会 

「KJ法で Let’sブレーンストーミング！」 

会議の参加者全員が自由に意見やアイデアを出し合

うことで創造的な発想へつなげようと、今回初めて

KJ 法で反省会を行いました。実行委員会のみなさん

は、初めは戸惑っていましたが、次第に笑い声もあり

つつ活発に意見の出る、実りある会議になりました。 

明河真也ファシリテーターから最初に 

説明を受けました。 

班でグループわけしてまとめた意見を、班長さんが他の班の人に向かって発表しまし

た。自分たちの班では出なかった意見をいくつも知ることが出来ました。 

後日この４枚の意

見をまとめること

で、来年のふるさ

とまつり実行委員

会へつなげます。 

まず、個人で付箋に

意見をたくさん書き

だし、そのあと班の中

で発表してグルーご

とにまとめていきま

す。 



１１月２２日（金） 

議会報告会 

 

今回宮川には池尾正彦議員と能登恵子

議員、牧岡輝雄議員、東野浩和議員が

来られました。この日は宮川地区民の

都合が悪く、出席者が少なかったので

すが、終始和やかに話が進みました。 

 

１１月２４日（日） 

大飯原子力発電所見学 

 

区長さんと区長代理の方々でエルガイ

アと大飯原子力発電所を視察しまし

た。 

１２月１日（日） 

旧宮川小学校片付け 

 

 

１～３階までの要らないものを全て 1

階に集めて分別し、ゴミとして出せる

ものは出しました。宮川地区は他の地

区に比べて旧小学校の利活用計画が進

んでいるので、こういった片付けに取

り掛かるのも早いです。関わってくだ

さった区長会・運審・まち協会長のみ

なさんありがとうございました。疲れ

たぁ～(;´Д｀)

１２月５日（木） 

まちづくり協議会理事会 

 

今年度の事業経過報告と今後の事業予

定確認、まほろばの里事業の進捗状況

報告、来年度のまち協の体制などにつ

いて話し合われました。 

 

１２月８日（日） 

老人クラブ奉仕作業 

 

 

各区の役員さんが朝から集まり、男性

は植木の雪吊や冬囲いを、女性は館内

外の窓ふきとスリッパ拭きをしてくだ

さいました。 

 

「難しいかなと心配だったけれど気持ち良かった。」「またして欲しい。」という感

想がありました。自分の内面と向き合う、良い時間になったのだと思います。 

宮川公民館学級講座としてヨガ教室が開かれるの

は今回が初めて。木下先生は参加する方に合わせた

内容を考えてくれるので、みなさん大満足でした。 

     

  や さ し い 

ヨ ガ 教 室  

11 月 30 日(土) 

講師： 

木下順子先生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年よりグレードアップしました！  I  ♡  MIYAGAWA！ 

今 年  の  イ ル ミ ネ ー シ ョ ン   

1月１１日 10:00～ 

場所：宮川公民館 
宮川小学校卒の新成人は６名です 

 

区長会、各種団体をはじ

め地区内の皆様方には何

かとご協力を賜り誠にあ

りがとうございました。 

年号も令和に変わりまし

たが、令和の年が皆様にと

って住みやすい地区にな

りますよう微力を尽くし

ます。 

それでは皆様、よいお年

をお迎えください。 

公民館長 桑田貞義 

 

 

 

８(水） 第 3 学期始業式（小浜美郷小学校） 

9・２３（木） 小浜病院巡回診療日（14：00～、宮川公民館） 

１２(日） 小浜市成人式 

１４(火） すくすく広場（9：30～、宮川保育園） 

２１(火) すこやかクラブ定例日 

（10：00～、宮川公民館） 

 

１～６（年始休み）、13（月・祝日） 

14（火・振替休館日）、19（第３日曜）、20(月)、27（月） 

１月の 

休館日 

１ 月の行事予定 

1月１１日 18：00～ 

場所：宮川公民館 

 編集後記  

イルミネーションの美しさを伝えるため、今月号もカラー印刷です！その余波で、昨

年度好評だった（けれど白黒印刷だった）区長さん特集もカラーになりました（笑）。6 人

の区長さんの魅力をたっぷりとお楽しみください。 

ところで、何人もの方が「先月号の協議会だよりの表紙が良かったよ～！」と褒めてくれ

ました。新保区 K さんの素晴らしい写真のおかげです。今月号の表紙の写真もとある方か

らいただきました。みなさんに助けてもらえて、昨年よりは印象に残る協議会だよりを作る

ことができたかな…と一年をふりかえりつつ、令和元年を終えようと思います。Y 

＊お知らせ＊  


