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平成 27年度の新体制が決まりました！
H27.5,8八鹿地区自治協議会総会を開催 

 八鹿地区の皆さんこんにちは｡平素より八鹿

地区自治協議会運営にご理

解とご協力を賜り誠に有難

う御座います。平成 27年度

総会が５月８日に開催され

今年度の事業計画（予算）

等が審議されました。 

又、役員改選年であり新役員の承認もされ引続

き重責（会長職）に選任されました。微力で

はありますが事務局共々自治協運営に精励致

す所存で御座います。今年度は、区長さんの

交替が多い年回りです。そのため多くの新任

役員での体制となりましたが、新しく発足す

ることとなりました。次期の方々に任務を引 

 

 

 

平成 27年 5月 8日（金）に八鹿公民館展示室において、平 

成 27年度八鹿地区自治協議会の総会が開催されました。 

 総会議長に大林賢一氏を選んだあと、平成 26年度の事業 

              報告と会計決算報告が行われ       

                           承認されました。 続いて平成 

              27年度の事業計画と会計予算 

              が提案されいずれも承認され 

              ました。         

               続いて役員の選任について

報告されました。今年度は役員の改選の年となり、また多くの

役員が交代されている年となりました。 自治協議会の三役等

は「区長会の役員決定に準ずる」というこれまでの確認事項に

基づき新役員体制が提案され承認されました。今年度の役員体

制は次の方々です。 

 

 

平成 27年度 八鹿地区自治協議会役員（理事まで） 

会 長 植村 和好 下町区長   

副会長 石田知雅雄 小山区長 副会長 世登 道徳 有識者 

 〃  山根 延子 有識者  会 計 田中 達夫 駅前区長 

監 事 岡本 英孝 諏訪町区長 監 事 佐藤 達士 宮町区長 

理 事 小野山 進 大森区長 理 事 町田 健二 扇町区長 

 〃  高井 徹  仲町区長  〃  田中建太郎 下網場区長 

 〃  茨木 信雄 新町区長  〃  森木健太郎 上網場区長 

 〃  安原 良一 元町区長  〃  泉山 正幸 舞狂区長 

 〃  鷹野 正二 旭町区長  〃  廣瀬富美夫 九鹿区長 

 〃  上田 眞次 栄町区長  〃  片岡 博之 幸陽区長 

 〃  小林 壽章 一部区長  〃  田村 幸夫 岡 区長 

 〃  西村  登 朝倉区長  〃  土屋 智人 茶堂団地 

 〃  守本 一夫 京口区長  〃  圓山 昇 中心市街地 

 〃  山田 弘司 天子区長  〃  中尾 靖典スポーツクラブ 

 〃    寺田 耕司   老人会   〃  田村  充八鹿小 PTA 

 

    

継いていく責務があると思っています。 

前任（退任）役員の皆さんには大変お世

話になりご苦労様でした。心より感謝申

し上げます。今後ともご指導ご協力頂き

ます様お願い申し上げます。 

 自治協も２６年度には、「まちづくり計

画」も承認されその計画に沿った事業展

開を行って参りました。今年度設立 5年

目を迎え、運営が八鹿地区の活性化に反

映し地、区の皆さんの活力や楽しみ、喜

びが感じられる事業運営に努めて参りま

すのでご理解、ご協力を賜ります様お願

い申し上げます。 

皆さんには御身ご自愛頂き、ますますご

健勝でご活躍されますことご祈念申し上

げます。又、新役員体制にもご理解とご

協力をお願い申し上げ２７年度に向けて

のご挨拶と致します。 
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私たちの町を花一杯に 

八鹿夏まつり 
    

 

お祝い花火を募集 

    

 
6月 7日（日）は、クリーン 

  但馬 10万人大作戦の日 

土曜ふれあい喫茶は 

5月 16日（土）6月 20日(土)です 

 土曜喫茶号の車も運行します。ご利用ください 

   第 2回 実行委員会 

5月 18日(月)に八鹿夏まつり第 2回実行委員会を開催しま

す。会場は八鹿公民館で 7時 30分開会です。 

 実行委員会では、各選出団体の役員変更に伴い、夏まつ

りの執行体制の確立、主なイベントの提案、PRについて、

寄付金の募集、露店の出店などなどについて提案し協議し

ます。具体化するための各部会の開催などについて協議し

ます 実質的に新体制による第 1回目の実行委員会です。 

今年もお祝い花火を打ち上げます。お祝い 
花火は八鹿夏まつりの名物花火になりました。 
今年の該当する祝い年は次のとおりですが、下記以外でも
本人にとってめでたいことであれば、ドーンと花火を打ち
上げてお祝いしましょう！ 
 成人祝い 平成 7年生  米寿祝い 昭和 3年生 
 還暦祝い 昭和 30年生  卒寿祝い 大正 15年生 
 古希祝い 昭和 21年生  白寿祝い 大正 6年生 
 喜寿祝い 昭和 14年生  百寿祝い 大正 5年生 
 傘寿祝い 昭和 11年生  金婚祝い 婚姻 50年 
             （昭和 41年までに婚姻届を 
              された夫婦） 

この他結婚祝い、子や孫の誕生祝いや入学祝い、快気祝い 

七五三の祝い、開店祝い、 

など等 あなたにとって、家族にとって嬉しかったこと、 

であれば何でもお祝いしてください。 

【お問い合わせ】八鹿町八鹿 838-2  

   八鹿夏まつり実行委員会 Tel/Fax079-662-8778 

 

6月 7日(日)を基準日に、但馬全域でクリーン作戦が

行われます。積極的にご参 

加ください。 

家の周り、区内の川きれ 

いになれば気持ちがいい 

もんです。 

「誰かがしてる」でなく 

あなたが参加して住んで 

る地域を美しくしましょう。 

今年も八鹿青渓中学校の生徒の 

皆さんも参加していただけます。頑張りましょう！ 
 

市街地の逆走車対策 

交通誘導看板を設置しました 

 

町の中を逆走する車が多くあります。一昨年に区長さ

んが小学校の児童と一緒に下校し危険な個所をまとめ 

     

ました。 

この中で市街地の逆走車対策として、交通誘導看板を設置

しました。小佐口の三叉路とふれあい倶楽部前の三叉路に

計３枚を設置しました。 

 所有者や養父警察署そして地元区長さん等と立ち会って

いただいたり、文字の内容や設置場所などについて打ち合

わせを行ってきたものです。 

 残りの個所についても調整がつき次第順次設置を進めて

いきます。この標識により少しでも逆走車が減ることを願

っています 

 

八鹿地区タウンミーティングのお知らせ 
と き 6月 16 日(火) 午後 7:30～ 
ところ 八鹿公民館 2階 大会議室 
○どなたでも参加できますが、特に子育て世代の男

性や女性、消防団員等の方の参加をお願いします。 

  

 

但馬農高で作られた
マリーゴールド,日日
草,ベゴニアが注文を受
けていた区や団体に配
られそれぞれフラワー
ポットなどに植えられ
ました。まちづくり計
画にある「花一杯のま
ちづくり」です。 

 5月 6月になると、これまでから花一杯の活動をして

いる区や団体の植栽が始まります。町の中が花で一杯

になります。 

県や市や警察に改善の要望書を提出してい 

 

 

 

左上は元上垣鹿歯科駐
車場、右上はふれあい倶
楽部前、右下サイクルラ
ンド八鹿の設置写真 


