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北垣国道 

 

 

平成２６年夏まつり 

実行体制が決まりました 
              
 

第２回八鹿夏まつり実行委員会 5月 13日（火）  

会 長 植村 和好 八鹿地区区長会長 下町区長 

副会長 神田 武  養父市商工会長   

 〃  有馬 信彦 八鹿地区区長会副会長 新町区長 

 〃  林  重稔      〃     一部区長 

会 計 河口 一男 八鹿地区区長会会計  岡区長 

総務部 有馬 信彦 新町区長 

    河口 一男 岡区長 

    濱田忠司  自治協議会事務局長 

    吉谷美也子   〃  事務局員 

参 与 西村 禮治 元大森区長  

イベント運営部会 

 部 長 石田知雅雄 小山区長 

 副部長 広瀬富美男 九鹿副区長 

 参 与 小橋 忠宏 前駅前区長 

 委 員 鷹野 正二 旭町区長 

     田中 堅一 駅前区長 

     寺田あや子 商工会女性部 

     世登 道徳 商工会理事 

     山根 延子 女性会 

     村尾 友和 八鹿小 PTA会長 

     西田 雄一 よさこい連 

     大林 堅一 事業所 

花火運営本部 

部 長 神田 武  養父市商工会長 

副部長 林 重稔  一部区長 

 〃  岡本 英孝 諏訪町区長 

委 員 水垣 篤  観光協会八鹿支部 

    谷口 義昭 小佐地区区長会長 

    藤坂 昭二 伊佐地区自治協議会長 

    中島 健  高柳地区区長会長 

    多田 勝実 宿南地区自治協議会副会長 

伝統行事運営部会 

 部 長 木村 良一 栄町区長 

 副部長 石田 直樹 宮町区長 

 委 員 吉沢 志郎 大森区長 

     藤田 政彦 仲町区長 

     安原 良一 元町区長 

     寺田 耕司 老人会 

警備対策部会 

 部 長 町田 健二 扇町区長 

 副部長 藤原 義隆 京口区長 

 委 員 小林 逸夫 天子区長 

     田中健太郎 下網場区長 

     森木健太郎 上網場区長 

     嵐 恒男  舞狂区長 

     辻本 文次 幸陽区長 

     西村 一男 朝倉区長 

     稲葉 広之 消防団八鹿方面隊長      

 

 

 

 

第 2回実行委員会が開かれ役員が決まりました。この
役員に各区から選出された協力委員 22名を加えて八鹿
夏まつりを推進します。 

委員さんはご苦労様ですがよろしくお願いします。 

 

 

5月 13日（火）に第 2回八鹿夏
まつり実行委員会が開かれまし
た。 総額 810万円の予算や組織、
構成などが提案され決定されまし
た。祭りの基本的な財源である寄
付金集めもスタートをします。 

 募金がなければ夏祭りはできま
せん。皆様のご浄財をよろしくお
願いします。 

 主な催しは 7月 20日（日）に行
われます。八鹿地区自治協議会の
HPでも紹介しています。 

《お祝い花火》 
お祝い花火を募集しています。お祝いを八鹿夏まつりで
花火を打ち上げお祝いしてください。 
今年の歳祝いは次のとおりです。 

成人祝 平成 6年生  米寿祝 昭和 2年生 
還暦祝 昭和 29年生  卒寿祝 大正 13年生 
古希祝 昭和 20年生  白寿祝 大正  4年生  
喜寿祝 昭和 13年生  百寿祝 大正  3年生 
傘寿祝 昭和 10年生  金婚祝 婚姻 50年 昭和 
40年までに婚姻届をされた夫婦 

結婚祝・子や孫の誕生祝、入学祝、開店祝、怪気炎祝、
などあなたにとって、家族にとって嬉しかったことなん
でもお祝いします。 

寿祝 昭和 10 

花火玉を使った募金箱 

mailto:yoka-jichi@fureai-net.tv
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大森区（吉澤志郎区長）は、4月 29日(祭)に大森交流センターで恒例の花

みずき祭りを開催しました。 

 今回は、大森区が実施主体となり、多くの区民の協力をいただき開催しま

した。あいにくの雨となりましたが、参加者は元気いっぱい。お餅をつき、

丸め、おでんをたいて交流を図りました。外は満開の白とピンクの花みずき

が咲き誇っていました。 

 お餅とおでんは 100円で 

販売されましたが、75歳以 

上の方と中学生以下は無料。 

 優しい心遣いです。 

参加者は咲き誇った花みず 

を眺め、お餅やおでんをい 

ただき、ビールでのどを潤 

しながら語らい楽しいひと 

時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堂に並び、真ん中には、お互いが交流を図れるように
席が設けられました。楽しそうに団らんする姿が見られ
ました。 

町中を花一杯に 
 

 

町の中を花一杯に
して美しい街をつく
ろうと、春の花を植
える活動がはじまっ
ています 
5月 8日に但馬農業
高等学校で育ててい
ただいた花(マリー
ゴルド、日日草、ベ
ゴニア)は注文をい
ただいた区や団体 

を中心に植えられました。 
さらに、5月から 6月にかけて、これまでから花一杯の
活動をしている区や団体も花の植栽が行われます。 
これらの花が咲くころには、街中のあちらこちらできれ
いな花が八鹿に訪れた人たちを迎えてくれることでし
ょう。 

 

 

一部区文化祭＆ 
お大師路石仏めぐり 

 

 

保育園児童も見学 

絶好の天気の中、お大師道を歩く 

一部区(林 重稔区長)
では、4月 19日と 20日
に第 9回目の文化祭とお
大師路石仏参りを行いま
した。一部区と村づくり
実行委員会が行いまし
た。 
 好天に恵まれ大勢の人
が訪れました。 
 区民の力作が並ぶ公会
堂 

お大師路めぐりは、約
50人もの人が参加しま
した。好天のもと豊楽寺
を出発、天文館、但馬長
寿の郷までを石仏を参
拝しながら歩きました。
帰ったらお大師鍋に舌
鼓を打ちました。 

大森区 花みずき祭り 

 

 
きれいに咲いた花みずき 

お餅を丸めてまーるく丸めて 

 

 

土曜喫茶は 
5月 17日(土) 
です 

お楽しみの土曜喫茶が今月も開
店します。 
今回は、なんと本場四国から阿波
踊りのメンバーが参加し、阿波踊
りも披露してもらえます。 
ぜひご参加ください。 
今回も、巡回バスが走ります。無
料です。所定の場所でお乗りくだ
さい。 

 

 

 

 

 
この日を基準日にして、但馬全域でクリーン作
戦が行われます。 
 皆さんも積極的に参加 
し私たちの住む町を少し 
でも美しくしましょう。 

 具体的な作業内容、場 
所などは、各区から指示 
があります。 

6月 1日(日)は 
クリーン但馬 10万人大作戦 
        の日です 

 


