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新自治区長 あいさつ 

石川 範明 
春爛漫、区民の皆様におかれ

ましては、平成最後の４月を迎

え、行く平成を惜しみ、来る新

元号に期待しつつ、益々お元気

平成 30 年度 深田山自治区総会 

 ３月 10 日（日）深田山自治区総会が深田山公会

堂大ホールで三浦県議、神谷市議を来賓に迎え、盛

大に開催されました。事業報告、会計報告、事業計

画、予算案とも無事承認されました。 

今年度は２年任期を満了し、区長と副区長４名

の交代の年であり、新役員５名の方々が承認され

ました。この総会をもって岩田区長から石川新区

長へ区長バッチがバトンタッチされました。 

元気なあいさつ 明るい地域 
平成３１年 

４月１日号 

多世代交流会 （ニコニコクラブ） 

去る３月２日（土）深田山公会堂大ホールにてニコ

ニコクラブ主催の多世代交流会が行われ、愛知県でひ

な祭りに「おこしもん」という祝い菓子を食べる風習

があり、それにちなんで米粉を使った和菓子づくりが

ありました。今年は昨年度より多くの人が参加され、

お年寄りから子供さんまで総勢 70名、お手伝いの 19

名で大変な賑わいの中での和菓子づくりでした。その

後の試食会では皆美味しそうな笑顔をしていました。 

でお過ごしのこととお慶び申し上げます。さて、３

月 10日の深田山自治区総会において、第 42代区長

としてご承認いただきました。 

大正７年（1918 年）に６人の有志が入植し、昭

和 10年（1935年）に自治区として独立した時点で

は20数戸でありました。以来80有余年の時が経ち、

今では 3,000 戸を超える市内有数の自治

区になりました。 

重点目標である「ふれあい豊かな、楽

しく、住みよい街づくり」の達成のため、

役員一同、区民の皆様と一緒に努力して

いく決意であります。変化する生活環境

をどう改善し、どう維持していくのかは、

そこに住んでいる私たち自身にしかでき

ません。 

『区民の、区民による、区民のための

深田山』の新たな歴史を皆様と一緒に創

っていきましょう。区民の皆様のご理解、

ご協力、ご支援をよろしくお願いします。 
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昨年に引き続き副区長として２年

間お世話になります。また会計とし

て皆様からいただいた大切な区費を

「区民ファースト」の考え方の下、

大切に使わせていただきます。そし

 今年度で区長としての２年

間の職務を解くこととなりま

した。区長在任中は深田町４丁

目の道路拡幅工事や南バイパ

スの歩道に８基の防犯灯と水

銀灯の設置に関わりました。お

かげで明るい歩道になりまし

このたび副区長を退任する

ことになりました服部です。

手術後の定期健診に通うとい

った不安を抱えた中で、平成

29年度から２年間、副区長と

して環境・体育を担当して無

このたび副区長を拝命しまし

た、美山町の川上稔です。以前、

町内会長を務めてから10年以上

経過し、区民も増えて地域環境

も大きく変わりました。微力で

 深田北５組の加藤太（ふとし）

と申します。以前に町内会長を務

めさせて頂きましたが、もう 23年

も前のことで自治区の体制も様変

このたび副区長をやらせて

いただくことになりました。微

力な私ですが、深田山自治区が

安心・安全な町、「We Love 

Fukadayama」とみなさんに言

っていただける町づくりに少

副区長として２年間、第１文

化担当としてサマーフェスタ、

福祉委員会で AED講習会・ウ

ォーキング大会を開催しまし

た。区議員・各種団体、区民の

皆様方のご協力で無事実施す

新役員のあいさつ 

 

退任役員のあいさつ 

 

 

て、区長の後押しをしながら「ふれ

あい豊かな、楽しく、住みよい街づ

くり」を目指して全力で臨む所存で

す。よろしくお願いします。 

会計・広報担当  陸井 大司 

わりしており、ゼロからのスター

トとして頑張らさせてもらいます

ので、よろしくお願い致します。 

第１文化・福祉担当  加藤 太 

はありますが、安全・安心で「ふれあ

い豊かな、楽しく住みよい街づくり」

に努めますのでよろしくお願いしま

す。  第２文化・生活安全担当 

  川上 稔 

しでも貢献できればと思っていま

す。そのために、まずは早く仕事を

覚え歯車の一つになれるように頑

張りたいと思います。皆様のご支

援・ご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

環境・体育担当  加藤 鉱一 

た。この歩道は国有地で管理は豊

田市であり、多くの交渉を重ねて

問題が解決しました。組長を始め

諸団体・区議員・事務員さんには

大変お世話になり心から感謝いた

します。  岩田 芳久 

ることができ、大変ありがとうござい

ました。そして、地域活動についてい

ろいろ学び、また多くの方々と知り合

い大変良い体験が出来ました。退任後

も自治区の一区民として協力をして

行きたいと思います。  石川 佳由 

事に責務を果たすことができまし

た。これもひとえに区民の皆様方、

自治区役員そして諸団体の皆様方の

ご協力のおかげです。厚く御礼申し

上げます。  服部 栄治 
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柿本町ボウリング大会＆ビンゴゲーム 

 １月 20日（日）当日は朝から小雨が降る天候の中、美鳥

里ボウルにて町内会の恒例となっているボウリング大会が

開催されました。来賓の岩田区長のあいさつに続いて、副

区長の石川範明氏両名での始球式でスタートとなりまし

た。各レーンからは、ストライクがでるたびにガッツポー

ズや大きな歓声が上がり大変盛り上がった大会となりまし

た。その後、会場を公会堂大ホールに移し、弁当を食べな

がらの表彰式とビンゴゲームを楽しみ、ビンゴゲームには

ずれた方々には参加賞が提供されました。初めての試みの

行事内容で約 55名の参加をいただきました。来年度も多数

の参加者をお待ちしております。 

防災訓練＆第３回組長会開催 

 ２月 10 日（日）寒風が吹きすさぶ中「ふれあい広場」

にて組長さん達に参加していただき、防災訓練が実施され

ました。今年は趣を変え、簡易担架運搬では消防署員によ

る安全な運搬方法などの簡単な講義を聞いた後で実技体

験を実施しました。また各種団体のご協力を得て「おにぎ

り」や「味噌汁」の炊き出し訓練も実施しました。 

その後、会場を公会堂に移して組長会が開催され、新組

長の報告確認や自治区総会等についての説明が行われま

した。 

煙道訓練 

「あいづま まもる隊」へ感謝状 

去る１月９日（水）「あいづま まもる隊」

の一連の活動に対し豊田警察署長より感謝状

が授与されました。 

簡易担架 炊き出し訓練 

「あいづま まもる隊」は平成 26 年９月に発足

し、逢妻８地区の「あんぜん、あんしん、あかる

い」の３つの「あ」の達成を目指し、深田町の太

田理恵子隊長の下で青色防犯パトロール車（青パ

ト）54 台、隊員 94 名で日頃から逢妻地区の防犯

パトロールと月１回の会合を通して情報を共有

し、地域の安全安心の確保に努力しております。

なかでも深田山自治区は最大規模で青パト 15台、

隊員 22名での活動です。随時隊員の募集をしてい

ますので、趣旨賛同で入隊希望の方は事務所まで

連絡してください。   陸井 大司 
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お 知 ら せ 
４月 5日(金)   春の交通安全運動 

４月 9日(火)   逢妻まもる隊 総会 

４月 13日(土)  第１回組長会 

４月 28日(日)  田中町春の親睦会 

５月 11日(土)  区民スポーツフェスタ 

５月 12日(日)  区民スポーツフェスタ(予備日) 

６月 16日(日)  環境美化活動 

編集後記 

 平成 31 年度の新役員の方々も決まり、５

月から新元号となる新しい年となる中で、深

田山自治区の各種団体の活動が開始されまし

た。私たち広報委員会も新たな気持ちで２年

目の活動をしてまいりたいと思いますので宜

しくお願い致します。（美） 

子ども会育成会 定期総会を終えて 

２月 10 日（日）深田山公会堂大ホールにて４

つの子ども会育成会の定期総会を開催しました。

お忙しい中、区長の岩田様をはじめ、多くのご来

賓の方々や子ども会会員にご出席いただき誠に

ありがとうございました。子ども会活動や自治区

活動を通じて、子供達をはじめ世代を超えて地域

の方々との関わり、そして絆を強く感じた１年で

した。今後とも深田山自治区子ども会へのご理

解、ご協力をよろしくお願いします。 

  子ども会育成会 総代  須本 知子 

女性会 総会 

 ３月９日（土）10 時より深田山公会堂大ホール

にて来賓に区長の岩田様と市議会議員の神谷様を

迎え、平成 30 年度の定期総会が会員 41 名（総会

員 48 名）の参加をえて開催されました。当日は問

題なく議事進行が進み、平穏な中で無事終了するこ

とができました。 

なお、会長は鈴村まゆみさんから深田３組の正木

多美子さんへ引き継がれました。その後は女性会ら

しく、お茶に和菓子そして、サンドイッチを食べな

がら会員どうしでの親睦がはかられていました。 

備品購入連絡 

このたび深田山公会堂と田中第２公会堂に不足分と老朽

更新に伴い、新しく 100足分のスリッパが購入されました。

４月１日より常設される予定です。区民の皆様から預かった

貴重な区費を使っての購入ですので、自分の物と思い大切に

ご使用下さるようにお願い致します。 

鈴村まゆみさん 正木多美子さん 

柿本第２子ども会 


