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４月２５日(火)東城自治振興センター
で、平成２９年度東城自治振興区総代会
が開催されました。
議長に東城中町自治会の谷壮一郎総代
が選ばれ、総代定数(４５名)の過半数を
超える３４名と、役職員２５名が出席し、
総代会の成立宣言を受けて開会しました。
今年度は、任期満了に伴う役員の改選
期で、別掲のように各役員が選任されま
した。
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この度、総代会の総意を得て東城自
治振興区の会長を仰せつかる事になり
ました金丸和夫です。前任の安川 保
会長には２期４年間大変ご苦労様でし
た。前会長の後を引きうけるのは、身
の引き締まる思いです。東城地区内の
会員・役員・関係団体の皆さん方のご
支援、ご協力を賜ります様お願い申し
上げます。
東城地域振興計画の基本理念
“あい”あふれる東城
～「ふれあい・助けあい・学びあい」
みんなでつくる元気な東城～
基本理念を念頭におき今後の活動に生
かして行こうと考えている次第です。
今年度も「お隣さん運動」を強力に
推進してまいります。皆様方のご指導、
ご鞭撻、ご協力のほどお願い申し上げ、
就任のご挨拶と致します。
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【自治振興事業】
予算総額 21,586千円
財源内訳 （市交付金）19,465千円、（社保負担金等）1,382千円、（繰越金）739千円
主な事業 ①自治振興区の管理、運営事業
②自治会との連携・協働、支援事業
③「お隣さん運動」推進事業
④木の駅プロジェクト推進事業
⑤地域振興及び親睦事業
（クリーン作戦、健康ハイキングの開催、カープ応援隊企画、グラウンドゴルフ大会、
自治振興区まつり他）

【東城自治振興センター管理事業】
予算総額 895千円
財源内訳 （委託料）158千円、（利用料収入等）389千円、（繰越金）348千円
主な事業 ①東城自治振興センターの適正な管理・運営
（東城自治振興センターの年間利用見込数 18,550人）

【東城文化ホール運営事業】
予算総額 7,737千円
財源内訳 （委託料）4,615千円、
（利用料収入）348千円、（チケット収入等）2,100千円、（繰越金）674千円
主な事業 ①東城文化ホールの管理・運営事業
②地域の文化・芸術の振興に貢献する事業の実施
・６月１８日
・７月９日

泥落とし映画会「この世界の片隅に」
沖田孝司マイ・ハート弦楽四重奏コンサート

・７月下旬

夏休み子ども映画劇場

・８月２０日

林家ひろ木真打昇進ふるさと落語会

・９月または
１２月上旬

久岡昇＆吉岡和男ジョイントコンサート

・１０月１４日

ふれあいステージ

・１１月１１日

広島ジュニアマリンバコンサート

・１２月中旬
または１月中旬
・２月２４日

東城ミュージックコンサート
東城自治振興区まつり発表会
その他

【生涯学習活動委託事業】
予算総額 1,608千円
財源内訳 （委託料）1,435千円、（負担金等）11千円、（繰越金）162千円
主な事業 ①住民の自主的かつ自発的に行う学習支援と活動機会の提供事業
②東城自治振興区登録の生涯学習教室・団体との連携、協働による
豊かで住みよい地域づくり推進事業
（ふるさと今昔講座・しごんぼ隊・ウーマンカレッジ・東城老人大学等の活動支援、
東城元気塾、みのりの体験プロジェクト事業他）

（２）
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ウーマンカレッジでは4月10日(月)に、平成29年度開
校式と総会を行い、総勢43名の会員のみなさんが出席
されました。これからの活動内容の希望をアンケート
に記入していただくと、やってみたいことがたくさん
出てきました！ ”健康で心豊かに暮らすあり方を考
え、学習と行動を展開する”を目標に、今年度も楽し
く活動していきます。
総会後のお花見親睦会では、おいしいお弁当を頂き
ながら、各テーブルで話に花が咲いていました ✿✿✿
（ｍ）

東 城老人 大学では ４月１ ３日、 平成２ ９年
度の入学式・総会を執り行いました。
今年度は総勢２５名でのスタートです。老
人大学内でも学生の高齢化が進んでおります
が、新規入学者あり、新規部活動の立ち上げ
ありと、今年度も精力的に活動を進めます。
中途入学も随時受け付けておりますので、
東城自治振興区までお気軽にお問い合わせく
ださい。（ｙ）

ふるさと 今昔講 座では ４月１ ８日、 中国 新聞 社 文
化部 林淳一郎記者を講師に迎え、「マスコミから見
た東城の考古学」と題し、講演いただきました。
東城町や近隣市町村の遺跡について、マスコミの考
古学事案の取り上げ方や、遺跡や地域にとって、どの
様な役割を果たす事ができるか等、昭和４９年から５
６年までの「帝釈峡遺跡群」の報道等を基に、
マスコミからの目線で話されました。
中でも、「最前線と地域をつなぐのがマス
コミの役割であり、報道の結果、地域史への
関心が高まり、出土品や遺跡そのものを活用
していただければ」との言葉に、受講生は頷
き、興味深く聞き入っていました。（ｙ）

平成２９年 ５月

２日発行

第５１号

行 事 名

東城自治振興区だより

と き

５月からの行事内容

５月９日（火） ・視察研修「仙石庭園を訪ねる」
７：５０集合
東城自治振興センター集合

ふるさと今昔講座
（ 講 座 は 会 員 以 外
で も 受 講 で き ま す ）

（４）

参加費：5,000円

平成２９年度ふるさと今昔講座受講生を募集しています
対象 東城町内に在住の方
年会費 ３，０００円
申込用紙は東城自治振興センターにあります

平成２９年度老人大学学生を募集しています
東 城 老 人 大 学

対象 東城地区在住６０歳以上 年会費 ２，０００円
申込用紙は東城自治振興センターにあります
５月８日（月） ・親睦グラウンドゴルフ（雨天決行）
川西上運動公園 現地集合 参加費無料
１０：００～
５月２４日（水） ・オープンガーデン見学ツアー
庄原市内 参加費４,０００円（予定）
１０：００～

ウー マ ン カレ ッジ

平成２９年度ウーマンカレッジ受講生を募集しています
対象 東城地区在住女性
年会費 ３，０００円
申込用紙は東城自治振興センターにあります
５月２７日（土） ・「みのりの体験プロジェクト」田植えに参加
東城自治振興センター集合
９：１５集合

し

ご

ん

ぼ

隊

平成２９年度しごんぼ隊員を募集しています
年会費 ： １,０００円
対象 ： 東城小学校児童
申込用紙は東城自治振興センターにあります

今年度も「みのりの体験プロジェクト」参加者を募集しております。
米作りを通して、収穫の喜びと食生活の大切さを再認識してみませんか。
特に、小中学生のご参加をお待ちしています（^0^）
主 催：東城自治振興区
対象者：東城地区在住の小学生以上（老若男女問いません）
参加費：原則無料（行事によって若干発生する場合あり）

５月の行事「田植え」と「田植えごちそう」
日

時

５月２７日（土）

９：１５

東城自治振興センター集合
※参加を希望される方は
東城自治振興センター事務局

☎２－０４８７へお申し込みください。

＊東城自治振興区だより第50号の記事訂正とお詫び＊
先月掲載いたしました、第3回元気塾講演会の講師の方のお名前を「矢野正直氏」としておりましたが
「矢吹正直氏」と訂正させて頂きます。 大変失礼いたしました。
地域マネージャー 内田 亘

