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早 雲 の 里

え ば ら

４月３０日（日）に開催された「井原市北条早雲まつり」

にあわせて、井原鉄道では、早雲くんのヘッドマークをつ

けた「早雲号」が運行されました。車内には、北条早雲の

資料などが展示され、早雲まつりのＰＲに一役買っていま

した。

まつりの当日は、絶好の天気に恵まれ、大勢の人たちが

会場を訪れていました。駐車場は満車になり、送迎バスも

積み残しが出るため、2台目を用意するほどの盛況ぶりで、

参加者は、早雲太鼓や子ども神楽などの舞台や地元有志に

よる「早雲市」での買い物を楽しんでいました。

荏原地区の人口 平成２９年 ５月末現在 人口 ２，５２０人 男１，１９７人 女１，３２３人 世帯数１，０３２戸

平成２９年 １月末比 －２７人 －７人 －２０人 －１戸
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平成２９年度の行事予定と予算概要 
 ４月１８日(火)、平成２９年度荏原公民館管理運営委員会・運営審議委員会が開催され、平成

２９年度行事予定及び予算が承認されました。 
                平成２９年度荏原地区の主な行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  平成２９年度予算（収入）概要（単位千円）    平成２９年度予算 (支出) 概要（単位千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３９回荏原地区町民運動会 
５月２０日(土)、第３９回町民運動会が多くの参加者のもと、盛大に開催されました。天候

にも恵まれ初夏を思わせる日差しの中、午前中は幼稚園・小学校運動会、午後から地区民参加

の町民運動会が行われ、児童と大人が走ったり、跳んだり、踊ったりの競技、演技で健康な汗

をかきました。優勝は昨年に続いて９種目中６種目を制した１部のみなさんでした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 公民館管理運営委員会・運営審議委員会 

   井原市北条早雲まつり（３０日） 

５月 荏原地区クリーン作戦 

第３９回荏原地区町民運動会（２０日） 

６月 １回目お父さんの料理教室（３０日） 

７月 ふれあいセンター七夕まつり（１日） 

８月 荏原地区夏祭り（１４日） 

   荏原地区避難訓練（２７日） 

９月 荏原地区敬老会（１７日） 

    

１０月 第５５回市民体育祭（１日） 

１１月 第３９回ふれあい祭り（１２日） 

公民館研修視察（２回目料理教室） 

不燃性粗大ゴミ回収（１９日） 

１２月 交流センターイルミネーション点灯 

１月 初日の出を見る会（１日） 

平成３０年新年互礼会（４日） 

とんど祭り（７日） 

消防団初出式 

    

３月 ３回目お父さんの料理教室  
収入総額２，５１６ 

委託料１，４７８ 

・井原市教育委員会からの委託料 

 （昨年実績１，４６９） 

 助成金１７０ 

・井原市教育委員会（市民体育祭）、自治連、地区社協

からの助成金等 

繰越金１７１ 

・平成２８年度繰越金 

 負担金３８７ 

・荏原地区各自治会の活動負担金（昨年実績３９９） 

雑収入３１０ 

・コピー・印刷代、祝い金、参加負担金等 

 

支出総額２，５１６ 

報償費２２５ 

・家庭教育学級（ふれあい学級）、幼児教育学級 

 青少年育成、人権教育など学習活動補助金 

地域事業費１，３００ 

・町民運動会、夏祭り、市民体育祭、ふれあい祭り    

  新年互礼会、とんど祭り、料理教室等 

 需用費７０３ 

・公民館の光熱費、消耗品、印刷製本費、修繕費等 

 役務費１１３ 

・電話代、郵券代など管理運営費 

 使用料他予備費、備品購入費等１７５ 

・インターネット通信費、公民館負担金等 

今年は新たに中学生リレーを取り入れました。 

 



荏原自治連合協議会 
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平成２９年度荏原自治連合協議会総会 
 ４月１０日（月）総会が開催され、平成２８年度事業報告、会計報告、平成２９年度の事業計画と役

員人事が承認されました。総会議題案件のうち、規約改正についてこの紙面をおかりして、お知らせい

たします。 

規約改正について 

（１）平成２８年度までは「荏原自治連合会規約」と「荏原防犯組合規約」がありましたが、平成２９

年３月３１日をもって廃止とし、平成２９年度４月１日より新たに「荏原自治連合協議会規約」

として今後実施します。（規約改正の資料は総会において各自治会長に配布済み） 

（２）従来の「荏原自治連合会」の名称を平成２９年４月１日より「荏原自治連合協議会」に改めます。 

（３）規約改正に伴い、役員、役職、組織図の構成が変更になっていますので、今後の自治会活動の参

考にしていただければありがたいです。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
 

平成２９年度 井原市総合防災訓練に参加 
 防災体制の充実、強化、防災意識の高揚を図るため、井原市地域防災計画に基づく井原市総合防災訓

練が６月１１日（日）午前９：００～午前１１：３０井原市リフレッシュ公園多目的広場で開催されま

した。荏原地区においても５０余名が防災訓練に参加し、訓練の必要性を実感しました。 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

小田川決壊を想定した避難訓練のお知らせ  

  井原市では、小田川の水害を想定した「避難訓練」を順次流域で実施しています。今年度は荏原地区 

 の当番で、８月２７日（日）に早雲の里交流センターと小学校体育館を中心に訓練が実施されます。 

 この訓練は、荏原自治連合会と荏原地区防災会など地区を挙げて取り組みます。地区住民のみなさんを 

荏原自治連合協議会

顧問  森山 茂 

会長  谷川 功 

庶務 三宅勝彦(１部)

会計 大塚和雄(１部)

監事 藤原廣志(１部) 

監事 藤田良治(３部） 

荏原自治連合協議会(３

部) 副会長 小池賢治

（青木） 

荏原自治連合協議会（２部）  

副会長 原田昌夫（末国） 

荏原自治連合協議会(1 部) 

副会長 川上 稔（有年） 

１部荏原自治連合会 

会長 谷川 功（南平井）

会長代理川上 稔（有年） 

副会長 神田訓男（東平井） 

２部荏原自治連合会 

会長 原田昌夫（末国） 

副会長 真砂昭正（南団地） 

３部荏原自治連合会 

会長 小池賢治（青木） 

副会長 田中孝治（森） 

専 門 部会 

環境衛生部 

部長  

原田昌夫(２部） 

副部長 

真砂昭正(２部） 

防災・防犯部 

部長  

小池賢治(３部) 

副部長 

田中孝治(３部) 

福祉部 

部長  

川上 稔(１部） 

副部長 

神田訓男(１部） 

文化部 

部長  

唐木直行(１部） 

副部長 

田中民雄(１部） 

体育部 

部長  

塩手昌典(３部） 

副部長 

三原憲治(１部） 

女性部 

部長  

渡辺ふみ子(２部） 

副部長 

立間弘江 (３部） 

荏原自治連合協議会組織図 



荏原自治連合協議会 
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 はじめ、各自治会、関係団体のご協力をよろしくお願いします。（詳細は後日お知らせします） 



荏原地区まちづくり協議会「高齢者支援部会」 
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  平成へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          第１回 “早雲の里 駅前朝市開催” ～ 駅前に活気が ～  

５月２８日（日）早雲の里荏原駅の北側駐車場において第１回「早雲の里 駅前朝市」が開催さ

れ、早朝（午前 7時）からお買い得商品や掘り出し物を求めて多くの買い物客で賑いを見せました。   

                           今が旬の朝採り新鮮野菜をはじめ、総菜

やご飯もの、手作りケーキ、昔懐かしいポ

ン菓子、更には種駒打ち込み済みの椎茸原

木から木材、他にも種々雑多…。買い物の

後は仲間同士、カフェでテーブルを囲んで

の談笑で楽しい一時を過ごしました。                                                                     

何年も前から多くの地区民から上がって

いた“賑いの創設・活気ある荏原”を合言葉

に「軽トラ市、日曜朝市をやろう！」の掛け

声に応えるべく高齢者支援部会が中心とな

って開催したものです。 

当日は出店者１８人、お客様は２００人

と多くの来場者で「憩いの場・交流の場」作

りの目的を果たすことが出来ました。 

◆ 次回の開催は７月 30 日（日）午前 7 時 ～ 9 時 を予定していま

す。  

 高齢者支援部会では多くの出店者を 

募っています。出店料３００円、フリ 

ーマーケット形式ですので家庭で未使 

用の品や不要な物も可、仲間同士で持 

ち寄って１ブース分の売り場を作って 

賑いに参加してみませんか。 併せて駅 

前朝市に対して皆様からのご意見・ご 

要望・ご提案もお寄せください。  

 

平成２９年度、「まちづくり協議会」の総会を終えて 

設立 6 年目を迎えた荏原地区まちづくり協議会では、5 月 18 日（木）に平成２９年度の総会

を荏原公民館で開きました。 

今年度の活動として、「歴史継承部会」では、北条早雲の顕彰活動としての講演会の開催や、

城址の整備、「子育てサポート部会」では、子どもたちにも大人気の「土曜キッズ広場アソボー」、

子どもの見守り活動として「青色防犯パトロール」など、「高齢者支援部会」では、高齢者の居

場所づくりや生き甲斐対策になればと「ふれあい広場・サロン」や、５月からは早雲駅前での「早

雲の里・駅前朝市」にも取り組んでいます。 

まち協では、住み良いまちづくりに向けた取り組みがますます必要になってくると考えてい

ます。この荏原地区でどんなことが出来るか、みなさんと共に考えていきたいと思っていますの

でよろしくお願いします。 

多くの人でにぎわう“早雲の里駅前朝市”（2017.5.28） 



荏原地区まちづくり協議会「子育てサポート部会」 
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乳幼児フリースペース 就園前の子どもと保護者の交流の場所として、荏原 

幼稚園の１室を毎週木曜日午前中開放して貰っています。園児との交流も。 

土曜キッズ広場アソボー 園児・児童を対象に毎月第２土曜日、『遊びの先 

輩ボランティア』３０名が地域を活かした面白い遊びを伝授し大人気です。 

土曜寺子屋マナボー 小学生が荏原公民館で毎月第１土曜日、サポーター４ 

名と、論語の唱和に続き国語・算数の復習をし、諺カルタ・百人一首遊び。 

自学ＳＰＡＣＥ荏原 中学生が定期考査前に落ち着いて学習できる場所と 

して、早雲の里交流センターで開室しています。サポーター１０名が支援。 

荏原っ子安全見守り隊 青色防犯パトロール隊 児童・生徒の登下校や住民 

の暮らしの安全を見守ります。青色防犯パトロール隊員現在３２名２９台。  

 

◆そのリーフレットの標題には、［地域ぐるみで子どもの育ちを支えよう！「地域学校協働活動のす

すめ」～子どもも大人も育ち合う地域づくりを目指して～］とあります。方向性は正に同じです。 

 

◆北条早雲まつりメイン会場から少し離れた高越 ◆この日は３０℃近くまで気温が上昇し､水遊び 

山頂上にて射的コーナーを開きました。順番待ち には最適。地元の４種類の竹を使って空気でっぽ 

の列ができるくらい盛況で、６ｍ先の的をねらう うと水でっぽうを作り、たっぷり遊びました。 

子どもたちの眼差しは真剣そのもの。賞品の｢早  ◆友だちと思い切り遊ぶ楽しさを味わい幼稚園児 

雲くん缶バッジ｣を獲得できると、大喜びでした。 や低学年児も続々と感想発表ができ､ほっこり❤ 

 

                 

県のリーフレットに『土曜キッズ広場アソボー』の紹介 掲載！ 

地区の子育て課題や

アイディアをお寄せ

ください。みんなで

子育てしやすい荏原

地区づくりを進めま

しょう ❤ 

 

◆６月２２日井原警察署にて「荏原っ子安全見

守り隊 青色防犯パトロール隊」が表彰され、坊

野公治隊長が賞状と記念の盾を受領されました。 

◆発足３年目での早い表彰ですが、賞状には『地

域における自主防犯活 

動の推進と安全安心な 

まちづくりへの貢献』 

と記されています。公 

民館に掲げさせて貰い 

ますのでご覧ください。 

ください。 

 

『青色防犯パトロール隊』受賞！ 

 

 

 

平成２９年度「子育てサポート部会」の事業 

～みんなで子育てしやすい荏原地区づくりを～ 

６月開設、できたてホヤホヤ『自学ＳＰＡＣＥ荏原』

の活動紹介 

この指とまれ！ 

❤これらの事業は

全て、賛同されるボ

ランティアさんで

成り立っています。

❤あなたも気軽に

何か一役お願いで

きませんか？ 

 

◆今年度は１学期中間テストに備え５月１９日

からスタート。４日間でのべ３５名が参加し、

自分で計画を立てて熱心に学習を進めました。  

◆開室予定：定期考査前の部活動禁止期間に各

４日間、平日 16:00～。 

◆夏休み末期の８月２６ 

日(土)から４日間 15:00～ 

17:00に開室します。課題 

を片付けて２学期を明るい 

気持ちで迎えましょう。 

『自学ＳＰＡＣＥ荏原』ファイト！ 

  

 

４月３０日「射的コーナーで的当てをしよう！」 ６月１０日「水・空気でっぽうを作って遊ぼう」 

  



荏原地区社会福祉協議会 
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【収    入】   

会     費 385,000 地区社協会費（500 円×770 戸） 

委  託  金 430,000 井原市社会福祉協議会委託金 

助  成  金 210,000 井原市社会福祉協議会助成金 

寄  付  金 200,000 一般寄付 

雑  収  入 21,947 研修参加者負担金 受取利息 

前年度繰越金  533,053   

合 計 金 額 1,780,000   

【支    出】   

事  業  費 530,000   
 

給食サービス  (200,000) 年４回（450 円×110 食×4 回） 

友 愛 訪 問 (130,000) 年末慰問（650 円×200 人） 

福祉ネットワーク (80,000) サロン交流会 熱中症予防啓発 

広 報 啓 発 (50,000) 「早雲の里えばら」発行 ３回 

研   修 (70,000) 視察研修 

助 成 事 業 費 350,000   
 

 

 

ふれあい活動  

 

 

(230,000) 

児童会      30,000 円 

にこにこ女性会  20,000 円 

サロン（５）   120,000 円 

子育てサロン   10,000 円 

ふれあい祭り   20,000 円 

敬老会      30,000 円 

ボランティア  (30,000) 早雲の里交流センター 

青少年健全育成 (20,000) 青少年を育てる会 

まちづくり活動 (30,000) まちづくり協議会 

生きがい対策  (20,000) 天寿会 

友 愛 情 報 (20,000) 民生児童委員会   

慶 弔 事 業 費 230,000 香典・お供え 誕生祝 

市 社協 会 費 231,000 市社協会費（300 円×770 戸） 

会  議  費 30,000 総会 理事会 

需  用  費 50,000 用紙 印刷代 テーブル 

通  信  費 20,000 はがき 切手 

雑     費 40,000 祝い金 早雲カフェ 

予  備  費 299,000   

合 計 金 額 1,780,000   

 

一戸当たり 500円

の会費を集めます 

満中陰志等のご寄

付を多くの方から

いただいています 

平成 29年度の事業計画・予算が決まりました 

市の社協から地

域福祉活動の充

実のための委託

金，助成金が交

付されます 

5月 10日（水）の総会で、平成 29年度の事業計画と総額 178万円の予算が承認されました。 

地域における福祉活動の充実にむけて、ご理解とご協力をお願いいたします。 

公民館，自治連， 

まちづくり協議会 

地区社協等の合同

で広報誌を年 3 回

発行します 

敬老会のプレゼント

作りや「みずき」・

「ふれあい広場」の

訪問で、高齢者との

ふれあいを深めます 

就園前の幼児と幼稚

園児の交流や子育て

ネットワークづくり

をサポートします 
歴史遺産継承，高齢

者支援，子育てサポ

ートを応援します 
500円の会費の

うち、300円を

市の社協に納

付します 

夏休み中の放課後

児童クラブの支援

や「とんど祭り」

に「早雲鍋」を提

供します 

早雲カフェに運営資金を

繰入、独立した会計で、活

動の活性化を図ります 

 

 

 

 

 

 



 

 

 （７）  

荏原地区社会福祉協議会 
 

ご寄付ありがとうございました 

（平成 29年 2月 1日〜平成 29年 5月 31日） 

 

◇香典返し・満中陰志 （敬称略） 

藤井 洋征  亡父  青木 

木山 安史  亡父  西側 

房野 博明  亡母  西平井 

岸部 定司  亡母  東平井 

谷本 幸義  亡母  内寺下 

坂田 勲   亡母   森 

河原 快明  亡父  西平井 

原田 昌夫  亡母  末国 

 

地域における福祉活動充実のために 

有意義に活用させていただきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 29年度 荏原地区社会福祉協議会評議員（自治会長） 

川上 稔  （有年） 

唐木 直行 （内寺上） 

佐能 恵介 （内寺下） 

三原 憲治 （西谷西） 

三宅 弘  （西谷東） 

大塚 隆弘 （尾部） 

三宅 剛  （東谷） 

藤原 廣志 （西平井） 

神田 訓男 （東平井） 

田中 民雄 （南平井） 

幡司 洋子 （横場） 

正司 成行 （砂場） 

原田 一彦 （西高越） 

藤井 和明 （一本木） 

高越 恭二 （高越谷） 

石井 伸男 （西側） 

原田 昌夫 （末国） 

池田 剛治 （丸山） 

笠原 淳志 （東側） 

山内 哲也 （真砂北） 

吉山 和男 （真砂南） 

川井 真弓 （押延） 

真砂 昭正 （南団地） 

坂根 孝義 （東祝部） 

藤井 有規 （ファミール平井） 

藤井 伸一 （祝部） 

徳森 聖美 （祝部住宅） 

垣内 一昭 （グランディール青木）  

小池 賢治 （青木） 

妹尾 啓史 （米持１班） 

三宅 光雄 （米持２班） 

塩手 昌典 （米持３班） 

葛間 洋一 （米持４班） 

藤田 良治 （米持５班） 

田中 孝治 （森） 

自治会長の皆さんには、この１年間、荏原地区社会福祉協議会の評議員（福祉委員）として、

活動していただくことになります。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

熱中症に注意しましょう！ 
・周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼び  

かけ合うことで、発生を防ぎましょう。 

・のどの渇きを感じていなくても、こまめに

水分補給をしましょう。  

・気温や湿度の高い日には、扇風機やエアコ

ンを使って温度調整をしましょう。 

・熱中症への注意が必要な高齢者，障害者，

子どもについては、周囲が協力して見守り

をしましょう。 

 

※７月下旬には、各自治会長（福祉委員）が、 

荏原地区に在宅の80歳以上の方と65歳以上の 

一人暮らしの方に「熱中症予防啓発チラシ」と 

「飲み物」をお届けします。 

早雲カフェ ボランティア募集 
早雲カフェでは、毎月第４月曜日（早雲の里交流センター 10:00

～15:00）の開催に加えて、地域の行事（早雲祭り，ふれあい祭り）

や「早雲の里駅前朝市」に出店するなど、活動を拡げていきたいと

考えています。そこで、スタッフとして協力いただける方を募集し

ています。     【お問い合わせは、藤井（62-5367）まで】 



荏原幼稚園・荏原小学校 
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幼稚園の園庭のミニトマトや小学校 1年生のアサガオが、ぐんぐん大きくなってきています。初夏の 

風を受け、えばらっこたちは、みんな元気いっぱいです。荏原幼稚園、小学校の様子をご紹介します。 

 

 

 

荏原幼稚園では毎月１回、学校支援ボランティアの方に、読み聞

かせをしていただいています。絵本が大好きな子どもたちは、毎回、

「どんな絵本を読んでもらえるのかな。」と楽しみにしています。５

月２５日に、今年度初めてのお話会がありました。３歳児は、読ん

でもらった絵本の楽しさから、笑顔がこぼれました。４・５歳児は、

想像力を膨らませながら、絵本の世界に入り込んでよく聞いていま

した。絵本の読み聞かせを通して、豊かな心情が育まれていっていることを実感しています。 

 

 

 

荏原小学校児童会では、「あいさつ日本一」を目指して頑張ってい

ます。今年は、５月から全校であいさつ運動に取り組んでいます。

月曜日は 1・6年生、火曜日は 2年生、水曜日は 3年生、木曜日は

4年生、金曜日は 5年生、と担当を決め、学校に来た人から「あい

さつのぼり」を持って校門に立ち、「おはようございます」の声かけ

をしています。また、荏原地区のみなさんに「あいさつ日本一」に

ついてのアンケートを行い、だれからも認められるあいさつ日本一を目指して頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 男 女 合計 

幼・3歳児 ２ ４  ６ 

  4歳児 １ ４  ５ 

  5歳児 ３ ３  ６ 

幼・合計 ６ １１ １７ 

小・1年 １２ ５ １７ 

  2年 ８ ７ １５ 

  3年 １２ １０ ２２ 

  4年 １３ ８ ２１ 

  5年 １１ ８ １９ 

  6年 ６ ８ １４ 

小・合計 ６２ ４６ １０８ 

１部 人数 

内寺 １３ 

西谷・尾部  ２ 

東谷  ５ 

西平井  ３ 

東・南平井 １５ 

2部 人数 

末丸・金切 １１ 

わかば １０ 

押延 ５ 

3部 人数 

祝部 ９ 

東祝部 ３ 

祝部団地 ９ 

青木 １２ 

つくし ２ 

米持・森 ２６ 

生き生き 元気 えばらっこ！！ 荏原幼・小 

あいさつ日本一を目指して 荏原小学校児童会 

えばらっこ 園児・児童

数 

わくわく 楽しみ お話会 荏原幼稚

えばらっこ  

子ども会別人数 


