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八鹿地区自治協議会総会 
第 2回八鹿夏まつり実行委員会 

新体制で 
スタートしました 

 

 

 

自治協議会総会

会 

 

 

第 2回夏まつり実行委員会 

自治協議会の総会と夏まつり実行委員会を同じ日に開催しました。構成員が同じ人が多いためです。今年は

役員改選の年であり、区長を始めとする団体の長が新しくなったため、特に重要となりました。総会と実行委

員会では提案された事項は異議なく可決をされました。 

 
【八鹿地区自治協議会】  ※理事は変更分のみ 

会 長 石田知雅雄 小山区長   小山区 

副会長 世登 道徳 商工会副会長 上網場 

 〃  山根 延子 市女性会   小山区 

 〃  田中 達夫 駅前区長   駅前区 

 〃  宮前 徹志 諏訪町区長  諏訪町区 

会 計 山田 弘司 天子区長   天子区 

監 事 足立 昌博 下町区長   下町区 

 〃  飯野 正夫 仲町区長   仲町区 

理 事 森本  聡 大森副区長  大森区 

 〃  守本長三郎 宮町区長   宮町区 

 〃  谷口 健一 新町区長   新町区 

 〃  安田  徹 旭町区長   旭町区 

 〃  西村 通昭 栄町区長   栄町区 

 〃  森木健太郎 上網場区長  上網場区 

 〃  森田 良典 九鹿区長   九鹿区 

 〃  山根 喜一 岡区長    岡区 

 〃  小井塚昌男 S21八鹿会長 小山区 

 〃  田畑 和真 八小 PTA会長 馬瀬区 

 〃  大林 賢一 商工会八鹿支部長 栄町区 

 〃  中尾 邦子 商工会女性部八鹿支部 京口区 

〃  中川 光之 八鹿小学校長 

 〃  高階 康之 八鹿青渓中学校長 

  

【八鹿夏まつり実行委員会】 

会 長 石田知雅雄 小山区長    小山区 

副会長 世登 道徳 商工会副会長 上網場区 

 〃  田中 達夫 駅前区長    駅前区 

  〃   宮前 徹志 諏訪町区長   諏訪町区 

 会 計 西村 登   朝倉区長     朝倉区 

  
イベント部会 部 長 田中 達夫 駅前区 

        副部長 守本 一夫 京口区 
  
 花火運営本部 部 長 小林 壽章 一部区 

        副部長 宮前 徹志 諏訪町区 

         〃  世登 道徳 上網場区 

 露店商運営本部部 長 足立 昌博 下町区 

        副部長 飯野 正夫 仲町区 

         〃  谷口 健一 新町区 

         〃  守本長三郎 宮町区 

 伝統行事運営部会部長 西村 通昭 栄町区 

        副部長 森本 春樹 大森区 

警備対策部会 部 長 町田 健二 扇町区 

        副部長 森木健太郎 上網場区 

 総務部      西村 登 濱田忠司 吉谷美也子 
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土曜ふれあい喫茶 

 

5月は 20日（土）です 

ふ れ あ い 手 芸

手 芸      

 

6月は 5日（月）です 

午前 9時から始まりますが、都合の良い時間に参加して

ください。退出もご自由です。自分の都合の良い時間に

ご参加ください。 

  

午後 1時から始まります。参加費は 

１００円です。ご気軽にご参加ください。 

おしゃべりも楽しいですよ。 

ふれあい号の車もご利用ください！ 

第３回八鹿夏まつり実行委員会 

 
第 3回八鹿夏まつりの実行委員会を開催します。 

午後 7時 30分からです。 

会場は八鹿公民館展示室です。各部長から具体的な取り

組みが報告されます。 

この日までに各部会を行い細部の協議を行います。この

結果が実行委員会で報告されます。 

 
6月は 17日（土）です 

 

 

屋岡橋は工事中のため 5 月中は通行止めです！ 
八鹿ふれあい倶楽部の前の橋「屋岡大橋」が 5月一杯

は通行止めとなります。 

 工事をしているためです。工事は 6月一杯はかかりま

すが 5月中は通行止めをして工事を進めます。 

 自治協に用事があった場合、回り道をしなければなら

なくなります。 

 工事は床板と手すりの付け替えそして街路灯の付け

替えなどが行われます。 

 仲町にかかる歩道橋は使えます。ちょっと遠回りをし

なくてはなりませんがご了解をお願いいたします。 

工事は日曜日祝祭日はお休みです。 

6月 12日（月）午後 7時 30分より 

花火募金に 

ご協力ください 

 

5月 2日に第 2回八鹿夏ま

つり実行委員会が開かれ総

額 920万円余の予算や組織、

構成などが承認され八鹿夏

まつりを行う体制がスター

トしました。 

夏まつりの大きな財源とな

る募金活動がスタートしま

す。 

写真の募金箱も市内の色々

な場所に設置されます。 

見かけたらぜひ募金をお願いします。 

夏まつりは、募金で成り立っています。夏まつりをこれか

らも続けていけるように、ぜひお願いします。 

 

 

【今年の歳祝いは】 

還暦祝 60歳 昭和 32年生 米寿祝 88歳 昭和 5年生 

古希祝 70歳 昭和 23年生 卒寿祝 90歳 昭和 3年生 

喜寿祝 77歳 昭和 16年生 白寿祝 99歳 大正 8年生 

傘壽祝 80歳 昭和 13年生（還暦を除き数え年です） 

金婚式 婚姻 50年 昭和 42年までに婚姻届けした夫婦 

 

  

    

6月 4日（日）は 

クリーン但馬 10万人大作戦の日です 

6月 4日（日）はクリーン但馬 10

万人大作戦の日です。 

 八鹿青渓中学校の生徒も参加し

ます。 

 区内の広場、河川、溝などをきれ

いにして、気持ちの良い町にしま

しょう！  


