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                 みんなで住みよいまちづくりを 

        八鹿地区自治協議会会長 植村和好 

         このたび会長という重職を仰せつかり
ました。よろしくお願いします。 

八   八鹿のまちは大変さびしくなってしまいました。何とか少し
でも楽しく住みやすい街にしていかなくてはなりません。 

    個人では難しくても大勢ならできることがあります。自治協
議会という組織なら可能になることもあります。ぜひ皆さん
の力と知恵をお貸しください。 
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八鹿地区自治協議会 

  新体制でスタート 
 

会 長 植村 和好 （新）八鹿地区区長会長   下町区長 

副会長 有馬 信彦 （新）八鹿地区区長会副会長 新町区長 

〃  世登 道徳 （再）養父市商工会 

〃  山根 延子 （再）八鹿地区女性会 

会 計 林  重稔 （新）八鹿地区区長会副会長 一部区長 

監 事 田中 堅一 （新）八鹿地区区長会監事  駅前区長 

 〃  田村  尚 （新）    〃      九鹿区長 

理 事 吉沢 志郎 （新） 大森区長       理 事 嵐  恒男 （再）舞狂区長 

 〃  岡本 英孝 （再） 諏訪町区長       〃  藤原  強 （新）幸陽区長 

 〃  石田 直樹 （新） 宮町区長        〃  河口 一男 （再）岡区長 

 〃  藤田 政彦 （新） 仲町区長        〃  大伴慎一郎 （新）茶堂団地 

 〃  安原 良一 （新） 元町区長        〃  圓山  昇 （再）中心市街地活性化協議会 

 〃  上垣 重雄 （再） 旭町区長        〃  中尾 靖典 （再）スポーツクラブ２１ 

 〃  木村 良一 （新） 栄町区長        〃  寺田 耕司 （再）八鹿地区老人会 

 〃  石田知雅男 （新） 小山区長        〃  中村 文明 （新）八鹿小学校 PTA副会長 

〃   西村 一男 （新） 朝倉区長       顧 問 小橋 忠宏 （新）前会長 

 〃  藤原 義孝 （新） 京口区長       養父市地域担当チーム 

 〃  小林 逸夫 （再） 天子区長          企画政策課長    濵  良賀津 

 〃  町田 健二 （再） 扇町区長          上下水道課参事   安田  徹 

 〃  田中建太郎 （新） 下網場区長         交流観光課主幹   才木 哲郎 

〃  森木健太郎 （再） 上網場区長         高年福祉課主幹   高橋 純子 

                           商工振興課主幹   余根田一明 

 

 

 

２年間お世話になりました 
前会長  小宏橋忠 

平成２３年４月に八鹿地区自治協
議会が発足して２年が経過しました 

発足時は、何をどのようにしたらいいのか大変迷いま
した。少しずつコツコツと進めてきました。この間にも
少子高齢化に伴う過疎化は進んでいます。 

私たちが八鹿に住んで良かったと思えるまちづくりを
進めてください。私も陰からお手伝いします。 

 

http://www.yoka.jichi.com/


 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
  

街なかのお店や事業所などで、募金箱を見
かけたら募金をお願いいたします。 

皆さまの募金が花火になります。 

八鹿夏まつり ７月１３日（土） 

             １４日（日）
 

 

夏まつりの主な行事（予定） 

【13日（土）～14日（日）】 

 10:00 ～ 名物「造り物大会」 展示会場 開始   

          造り物スタンプラリー開始 

 18:00 ～ 造り物審査 表彰 

【14日（日）】 

  9:00～ 神輿・だんじり巡行   市内各地 

 12:30～ やっぷーと遊ぼう    市役所広場 

 13:30～ 防犯・防火・交通安全パレード  諏訪神社～ふれあい倶楽部～市役所 

13:50 ～ 八鹿おどり   ふれあい倶楽部前 ～ 役所広場 

15:10 ～ お祭り広場イベント  県警音楽隊演奏（静止・ドリル演奏） 

                 パフォーマンス大会（空手演武、よさこい、ダンス他） 

                 吹奏楽演奏会（八鹿・青渓中、八鹿高校、但馬農高吹奏楽部、南但吹奏楽団） 

～17:00  スタンプラリー投票締め切り・集計開始・表彰 

      市内道路の交通規制開始 

～18:00  スタンプラリー抽選終了 

20:00～  豪華花火大会開始  ～21:00 

【15日（祭）】 

8:50 ～  PTCA活動による市内清掃活動  

あと１か月で夏まつり
です。楽しく思い出に残
る夏まつりとなるよう役
員一同頑張っています。 

今年も花火募金が始ま
りました。 

ようか夏まつり 7月 14日 

 ～当日は交通規制があります～ 
参議院議員通常選挙と兵庫県知事選挙が 7月 21日（日）

とマスコミでは報道しています。 

この日に投票日が決まるとなると選挙公（告）示後から期

日前投票をすることができますが、ようか夏まつりの 7月

14日（日）は、市役所周辺の道路は交通規制が行われます。 

交通規制中は、原則、車両での通行はできなくなりますの

で、徒歩により市役所に行っていただくことになります。 

夏まつり当日、期日前投票に出向かれる場合は、当日の交

通規制の時間帯にご注意ください。 

期日前投票は、下記の期間、場所で行われます。 

■期間：公（告）示後から投票日前日までの間 

■時間：午前 8時 30分～午後 8時 

■場所：養父市役所 ２階 第１会議室 

夏まつり当日の交通規制は、7月 12日（金）の朝刊に折り

込むチラシでお知らせします 

夏まつりに高校生が活躍しています 

八鹿夏まつりに高校生 

が大活躍しています。 

祭り初日の土曜日には 

新町しんしん倶楽部の 

事務所に八鹿高校の美 

術部、写真部、書道部 

の合同ミニ展示が行われています。2日目のパレ

ードでは、八鹿高校吹奏楽部が演奏し、続くパフ

―マンス大会でも文化ホールで演奏します。今年

から但馬農業高校の吹奏楽部も初参加の予定で

す。造り物が街中に展示されますが、この審査に

平成 23年から八鹿高校、但馬農高の生徒が審査員

として参加し大人の審査員に交じって若い感覚で

審査に参加しています。H24 年から但馬農高が生

産物直販会を下町広場で行い大好評でした。忘れ

てはいけないのは、祭りの翌日、PTCA事業として

高校生はもちろん地元の住民・団体約 400名が祭

りの清掃を行っています。若い人たちが参加する

八鹿夏まつりです。皆さん今年もよろしくです。 

 

 

 


