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令和２年 

２月１日号 

元気なあいさつ 明るい地域 

令和２年の新年を迎え、深

田山区民の皆様に心よりお慶

びを申し上げます。 

さて、昨年を振り返ってみ

ますと、自治区３大事業をは

じめ、各イベントなど多くの

区民の参加を得て大変盛大にできたこと、役員一

同大変うれしく思っております。 

これもひとえに組長、各種団体、委員会の皆様

のご協力の賜物だとお礼申し上げます。 

新年明けましておめでと

うございます。皆様におかれ

ましては輝かしい新春をお

迎えのこととお喜び申し上

げます。昨年は皆様方のご支

援により県議会に送り出し

ていただき心より感謝申し

上げます。 

また当自治区におきましては、区民の心のより

どころである深田山神社の本殿および拝殿の改築

という大事業が達成されました。関係者の皆様に

改めて敬意と感謝を申し上げます。大正から始ま

った 100年余の深田山の歴史と、礎となった先人

たちのご労苦を思いながら、新春にあたり、100

年後に思いを馳せるのも令和の時代を生きる私た

ちの務めではないでしょうか。 

深深田田山山自自治治区区区区長長    石石川川  範範明明 

愛愛知知県県議議会会議議員員    神神谷谷  和和利利 

新年 あけましておめでとうございます 

豊豊田田市市議議会会議議員員    深深谷谷  亨亨 

皆様には健やかに新年を

お迎えのことと、心よりお慶

び申し上げます。昨年は平成

から令和へと時代が移り、日

本中がとても大きな変化の

ある年となったのではない

かと感じております。 

自治区では改築をしていた深田山神社の完

成や、豊田市全体ではラグビーワールドカッ

プの開催もあり、活気に溢れた年でもありま

した。 

私の大きな変化をあげますと、４月にありまし

た市議会議員選挙へ立候補したことが人生でも一

番の大きな変化だったと思います。多くの皆様の

ご支援のお陰で無事に初当選させていただきまし

たこと深くお礼申し上げます。 

さて、今月には市長選挙が予定されており、行

政の長が審判を受け、今後の４年間に向けての再

出発となります。地元に寄り添ったより良い豊田

市にしていくためにも私自身、昨年よりもさらに

精一杯努めて参ります。 

重点目標の「ふれあい豊かな、楽しく、住みよ

い街づくり」の達成のため、「防犯・防災活動」「環

境美化活動」など区民の生活を守る活動に積極的

参加していただきました。その結果、少しでも改

善できたのではないかと評価しております。 

そして、統一地方選挙では、神谷県議、深谷市

議を送り出すことができ、地元にとって大きな力

になります。また、「深田山神社」もめでたく竣工

しました。区民、氏子でしっかり守っていきたい

と思います。なお、４月より新たに区議員となら

れる皆さんと「ONE TEAM」として『区民の区民

による区民のための深田山』創りに努力していき

ますので、よろしくお願いします。 
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令和２年 新成人を祝う会 

1月 12日(日)風の無い曇り空の日、西部コミュ

ニティーセンターにおいて令和２年の逢妻地区

成人式が行われました。式典は早川流やぐら太鼓

の祝い太鼓で始まり、全員での「豊田市民の誓い」

を唱和、来賓の挨拶、そして恩師紹介がされるたび

に会場よりどよめきの声があがりました。最後に新

成人実行委員会の男女 10 名での「二十歳のともし

び」の点灯式後に、立食パーティーに移り無事に終

了しました。 

なお、深田山自治区からは男女合わせ 67 名の新

成人が式典に参加しました。 

深田町・柿本町の新成人（35名） 

田中町・美山町・上丘町の新成人（32名） 
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第第 55 回回  令令和和元元年年ウウォォーーキキンンググ大大会会 

12月8日(日)午前１０時より南バイパスウォーキ

ング大会を開催しました。天気も晴天に恵まれ約

120名の参加者と来賓の神谷県議、深谷市議にもウ

ォーキングに参加していただき、和やかな雰囲気の

中、皆さんとても笑顔で南バイパスを歩きました。 

ウォーキングの後には地域の方々より提供され

た野菜販売や、お汁粉の提供など大盛況の中、楽し

んでいただく事が出来ました。これを機に皆さんも

ウォーキングを始めてみてはいかがでしょうか！ 

福祉委員長（柿本北）今戸 洋一 

美山町ボウリング大会＆食事会 
美山町内会長 杉浦 雄二 

12月 15日(日)美鳥里ボウリング場にて、来賓の石川区

長、深谷市議の始球式で大会がスタートしました。今年

は親子ミックスで幼児もプレーし、参加者全員が楽しく

ボウリングをする事が出来ました。地下ミーティングル

ームで表彰式やビンゴ大会で盛り上がった後、「あさく

ま」で食事会。ハンバーグランチにカレーの大盛りなど

で満腹になるまで食べて、おしゃべりして町内会の親睦

を深める事が出来ました。今年は過去最高 70名の参加を

いただき有難うございました。次回もよろしくで～す。 

自自治治区区役役員員研研修修旅旅行行 

11月 17日（日）から 1泊 2日の日程でOBを含

め 21 名の参加者を得て、兵庫県の淡路島に研修旅

行へ出かけました。昨年来より各地で大きな災害が

発生している事を踏まえ、今年は防災の知識を深め

るために、淡路の野島断層を見学しました。また夕

食時には一人づつ全員が防災についての自分なり

の考えを発表し、互いに認識を深める事が出来まし

た。翌日は鳴門のうず潮を見学後昼食をとり一路豊

田を目指して走り１９時頃無事に帰着し、有意義な

研修旅行を終了することが出来ました。 

令和元年 区民ふれあい感謝の集い 

12月 7日(土）、「ロイヤルホテルうお八」にて区民ふ

れあい感謝の集いが開催されました。 

当日は 112 名もの大勢の方が参加されました。各種

団体の方々の意見交換や交流があり、余興の各種団体

カラオケで盛り上げ役一番は女性会が歌われた「ダン

シングヒーロ」、二番は、にこにこクラブの「サザエさ

ん体操」の順番で会場が大いに盛り上がりました。最

後に抽選会がおこなわれ一喜一憂の中で令和元年の楽

しいひと時を過ごすことが出来ました。 
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担  当 氏  名 電話番号 担  当 氏  名 電話番号 

保 護 司 陸井 大司 27-6486 深田町(2～4 丁目) 深津 ちえ子 28-3655 

柿本町(1～3 丁目) ◇峰 光子 27-2537 美山町  柿本 敏光 27-7292 

柿本町(4～5 丁目)  井上 秀博 26-6626 田中町 ◇松永 昭男 27-2373 

柿本町(6～8 丁目)  石川 明彦 27-5423 上丘町  山室 今雄 28-8321 

深田町(1丁目) ◇三枝 由幸 29-7371 主任児童委員  光岡 純子 28-5589 

 

自治区からのお知らせ 
2月 9 日(日) 豊田市長選投票日 

2月 16 日(日) 防災訓練＆第３回組長会 

2月 16 日(日) 子供会合同総会 

2月 23 日(日) 田中町、柿本町総会 

3月 1 日(日) 深田町、美山町、上丘町総会 

3月 8 日(日) 深田山自治区総会 

編集後記 

明けましておめでとうございます。区民の皆様方に

おかれましては輝かしいお正月を迎えられたことと

思います。 

さて今年は東京オリンピックが開催され国内が熱

気に包まれるでしょう。このような中で、来年度は顧

問、区議員（町内会長）の交代年度となります。新役

員の下で区民の皆様が一丸となって自治区内を盛り

上げていただきますようにお願い申し上げます。（美） 

逢妻中学生のボランティア活動 

去る 12 月 20 日(金)に「地域への恩返し活動」

として 2 人の先生に引率され、逢妻中学生が深田

山公会堂へ56名、田中第２公会堂へ8名に分散し、

それぞれの役割分担のもと美化活動をしました。

外壁の汚れ落とし、網戸の洗浄、大ホールの床拭

きそして下駄箱等の清掃活動に加え、今年もカー

テンの取り付けをお願いしました。 

あちこちで逢中生の賑やかな声が聞こえ、大

人の我々も元気をいただきました。これで綺麗

になった公会堂で新年を迎えることができま

した。大変ありがとう、ご苦労様でした。 

令和元年秋の叙勲受章 

柿本町在住の加茂精工創業者で現会長の今瀬憲司さん

が、秋の叙勲で「旭日単光章」を受賞されました。今瀬

さんは子供の頃からモノづくりが好きで、31 歳の時に設

計事務所を脱サラし機械設計事務所を開業しました。し

かし、下請けという立場がどうにも馴染めず、一念発起

して機械メーカーを立ち上げました。やがて時代はロボ

ットブームとなり、サーボモーターとコンピューター制

御を駆使したロボットが実用化され始め、性能の高い減

速機のニーズが高まりました。そのような状況下で唯一

無二の減速機を造ろうと試行錯誤を繰り返し、独創的な

ボール減速機を造り上げ、この功績が認められてこの秋

の叙勲を受章しました。 

民生児童委員の紹介 

本年度は 3 年に 1 度の改選年度にあたり、4 名の

方が新任委員（◇印）となりました。 

 介護、子育て等の相談支援及び一人暮ら

し等の見守り支援の役割を担当します。 


