
去る５月１３日（金）、

令和４年度久米地区コミュニティ

推進協議会定期総会を新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策を行っ

て開催しました。

　議案はすべてを承認していただき、人事案で

池部会長代理から「新任 佐藤 英雄」が会長を

お引き受けいたしました。

　４０年の歴史を持った組織（昭和56年10月

久米地区コミュニティ推進協議会 発足）とし

て、｢遠くの親戚より近くの他人が頼り」の地

区として発展して行くために、使命感をもって

取り組んで行きたいと思っております。

　私、東も西も北も南もよくわかりませんが、

皆様の、ご指導、ご助言、ご協力のもと 

　　「みんなで久米の故郷づくり」

に努めて参ります。

　　　　　　　　　　　新会長　佐藤英雄

久米地区　子ども神輿　練歩きのお知らせ

旧事務局のみなさん！

　　　　　　　お疲れさまでした。

今まで長年久米を支えて頂いた、会長代理

の池部博正さま、事務局員の石田準二さ

ま、八木元枝さま、岡育子さま、石田八重

子さま、本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　今年も「久米地区ふるさと夏祭り」はコロナウイルス

　　　　　　　　　　感染拡大を考慮し皆様の安心・安全を最優先に考え中止

　　　　　　　　　　としましたが、昨年宝くじ補助により新しくした子ども

　　　　　　　神輿を地域の皆さんにお披露目させて頂きます。

　　　　　　　　　　　子ども神輿の練歩きは 令和４年 ８月６日 (土) ８時に

　　　　　　　　　　久米市民センターをスタートし、南北 2ルートに分かれ

　　　　　　　　　　て子ども達が練歩きます。

　　　　　　　　　　　久米地区の皆さんに少しでも夏祭りの雰囲気を届けら

　　　　　　　　　　れたらと思います。沿道の皆さま、ご声援宜しくお願い

　　　　　　　　　　します！※練歩きのコース図は次のページにあります。
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地域団体からの発信

久米小学校　　校長　奥原辰政

　久米地区の皆様、いつもお世話になってお

ります。久米小学校です。

本校のチャレンジ目標は、「あいさついっぱ

い」「どくしょいっぱい」「えがおいっぱ

い」です。特に今年度は、その中でも「あい

さついっぱい」を子どもたちと一緒に取組ん

でいます。一年生の子供たちも、おにいさん

おねえさんの真似をして、ずいぶん上手にな

りました。よいあいさつができたら、ほめて

あげてください。これからもよろしくお願い

します。

太華中学校　　校長　福田光正

　コロナ禍のため、３年生の修学

旅行は、この２年間は日帰りでの

実施でしたが、今年度は

　5月31日(火)～6月2日(木)に

関西方面へ２泊３日の修学旅行

が実現出来ました。

また、6／3(金)、6/6(月)

には、１年生がふるさとの良さ再発見プロ

ジェクトを実施し、久米地区、櫛浜地区の自

然、歴史、地域を支える産業などについて取

材学習をしました。さまざまなテーマについ

て、50人を超える地域の方が、現地を案内し

                                    たり、取材に応じ

                                    たりしてください

                                    ました。生徒にと

                                   っては地域の良さを

                                 見直し、地域の方と

交流する良い機会になりました。

　コロナは未だ収束していませんが、学びを

止めることなく、内容や方法を見直し、工夫

しながら教育活動をしています。

（東大寺）

（ふるさと学習　太華山）

久米地区社会福祉協議会　会長　河村保彦

梅雨の季節を迎えじめじめとしておりますが

久米地区のみなさまお元気でしょうか？

　久米地区社協は今年も代議員会を書面議決

で実施いたしましたが、コロナ感染に注意し

ながら行事を実施していきます。

地区社協取組みの「敬老会記念行事」は６月

の市広報等で令和4年度も中止のお知らせが

あり、3年連続で開催が出来ません。

なお、今年より敬老会対象者（75歳以上）

に団塊の世代の方が仲間入りされ、一気に増

加します。

コロナ感染も少なくなるような気配はありま

すが、みんなで気を付けましょう。

また、ふれあい小旅行（リンゴ狩り）を9月

実施で準備しております。

コロナにより実施が左右されますが、実施で

きると良いですね。

その時は元気でお会いしましょう！

久米自治会連合会　会長　西野敏明

令和４年も半年が過ぎました。コロナ感染症

防止対策で総会、行事中止となり２年が経過

し、「ロシアによるウクライナ侵攻」「地球

温暖化」「物価の高騰」等世界的に疲弊して

います。一日も早く終結し、平和で安全・安

心な生活が戻ってくるように願っています。

7月以降から各団体３０％～４０％の状態で

行事が出来るようになりましたので上記の事

を念頭に入れ、感染予防対策を行って。各団

体活動に皆さまのご協力を切にお願いいたし

ます。

久米地区体育振興会　　会長　岩田淳司

　一昨年からのコロナ禍により、当会も昨

年度は充実した活動ができませんでしたが

、最近ようやく活動できる兆しが見えてき

ました。今年度は先日バドミントン教室を

開催し、今後もグラウンドゴルフ、ソフト

ボール、ウォーキング、駅伝等の大会を、

またエスキーテニス教室を、慎重かつ積極

的に開催していきたいと考えていますので

、地区の皆さんは振るってご参加のほど、

お願いいたします。

今年度こそ、みんなでいい汗！いい気分！
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＜編集後記＞

　令和４年から新体制となり、手探りで活動

を進めています。今まで活動を支えていただ

いた皆さまには今後も引続きコミュニティ活

動を陰で支えていただけると幸いです。

　今年は少しでも久米地区の活気が出るよう

なコミュニティ行事が開催できるように精進

いたします。

今後とも、ご協力宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　（事務局）

　庭に咲いた年数の違う平戸つつじが三ヶ所

同時に咲きました。通る人に「良く咲いてま

すね」と言われています。

　　　　（投稿者：秋本の樫部国彦さま）

４０年

３０年

６０年

ロコトレ教室に参加して

　毎週水曜日、友達に誘われて「ロコトレ教

室」に参加して、半年が過ぎた。

先生のユーモアと分かりやすい説明で楽しく

やっています。「筋トレやストレッチなんて

私には関係ない」と思っていたのですが、

やってみると身体がほぐれて何とも言えない

心地よさを感じます。

　先生の指導ポイントは。「正しい姿勢」と

「呼吸を意識する」です。久しぶりに会った

娘の一言「お母さん姿勢がよくなったね、若

く見えるよ！？」。確かに背中のハリが楽に

なって、よく眠れます。

　『介護のお世話にならない』を目標に、楽

しく続けます。

　　　　　　　　　　　　　（匿名）

買い物難民解消へ！ 

バス運航停止から２年が過ぎ、坂の上の

旭ヶ丘県住で買い物難民が増えた。

そこで、民生委員さんの声かけにより、６月

９日より移動スーパーが週１回来ることにな

りました。

「高齢者の安否確認」と「コミュニケーショ

ン作り」ができ、約４０名の方が「大変助か

ります」と毎回楽しみにされています。

また、足の悪い方が沢山買い物された場合は

玄関まで運んでくださるので助かってます。

　（旭ヶ丘県住　小林周子）

アナログ文化の見本とも云える印鑑を廃止

してデジタルによる管理を宣伝したが頓挫し

たかに思える。日本の技術はお家芸である。

　海外ファン主導でアナログ文化への回帰が

広がり、レコードをプレイヤに置き、針を落

とす。この一連の動作に海外ファンが増加の

一途らしい。アナログをデジタル技術で少し

補佐し大復活させ堪能したい。

　（都叶自治会長　中村建夫）

　泥にまみれて、
楽しそうに田植え

をしている5年生
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久米学習田の田植えをしました 

　６月３日に学習田の田植えを久米小５年生

が行いました。貴重な体験をして、子ども達

は大変喜んでいました。次は秋の稲刈り、年

末の餅つき・しめ縄作りと色々な体験をする

予定です。

投稿写真（投稿者：秋本の樫部国彦さま）
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