
秋葉区自治協議会かわら版 22号

　これまで、国内外を転々として地域づくりや市民活動に関わる仕事をして参
りました。11年前、秋葉区の美しさに一目惚れして菩提寺山の麓に居を構え
ましたが、移住者の私がこのように重大な職務を務めることとなり、身の引き
締まる思いです。諸先輩方のお力を借り、これまでの経験も生かして精一杯務
めさせていただきます。地域づくりは人づくり。人づくりは「想い」の共有か
ら始まると考えています。よろしくお願いいたします。

小林　俊介 新津中央コミュニティ協議会
蓮沼　美宣 新津西部コミュニティ推進協議会
阿部　光子 荻川コミュニティ振興協議会
田中　幸一 満日コミュニティ協議会
佐々木　富雄 新津東部コミュニティ協議会
湯田　幸栄 阿賀浦コミュニティ協議会
松田　正志 新関コミュニティ協議会
古田　治               小合地域コミュニティ協議会
齋藤　一郎 金津コミュニティ振興協議会
駒口　サチ子 山の手コミュニティ協議会
佐藤　喜代一 小須戸コミュニティ協議会
本多　恵子 新津さつき農業協同組合
前田　祐子 新津商工会議所
原　武幸               小須戸商工会
伊藤　美千代 新潟薬科大学

川名　伸明 一般社団法人 新津青年会議所
佐々木　美佳子 特定非営利活動法人 ディンプルアイランド
伊藤　治好 秋葉区スポーツ協会
荒井　武雄 秋葉区文化振興協会
長谷川　啓子 秋葉区民生委員・児童委員連絡協議会
羽生　隆夫 新潟市秋葉区社会福祉協議会
宮腰　由紀子 支え合いのしくみづくり会議 生活支援コーディネーター
金子　洋二 大正大学 准教授
渡邉　彩              新潟中央短期大学 講師
花水　真由美 新潟市立新津第三小学校 地域教育コーディネーター
伊藤　直               公募委員
島倉　美代子 公募委員
須田　渚               公募委員
本田　富義 公募委員
大貫　弘美 まちの茶の間　だんだん・嶋岡（地域包括ケア推進モデルハウス）

「想い」の共有から始めたい
第７期自治協議会スタート！

会長  金子 洋二

第７期 秋葉区自治協議会委員（令和元年8月現在）

　広報部会も新メンバーでスタートしました。マンガで活躍
した「チョGOくん」からバトンを引き継いだ「コウちゃん」
も恥ずかし気に初舞台です。
　「各部会の提案事業ってなぁに？」と興味を持って読んでい
ただけるように、わかりやすくドンドンPRしていきます。
そして、本会議の様子も発信したいと思います。
　かわら版「あきはくはつものがたり」が、老若男女の皆様
からこれまで同様に愛読されることを期待して取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　広報部会長　田中　幸一 

アキハスムプロジェクト

令和元年 8月15日
発行：秋葉区自治協議会
編集：広報部会

Facebook、ホームページ
でも情報発信中！

　                 かわら版や自治協議会活動についてのご意見、
ホームページに掲載してほしい情報を募集しています。住所・
氏名・連絡先をご記入の上、下記自治協議会事務局宛てに郵
送、FAX、またはメールでお送り下さい。

〒956-8601　（住所記載不要）
秋葉区役所 地域総務課 企画担当
FAX / 0250-22-0228
メール / chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp

このロゴマークは『楽しく秋葉区に住む』とい
うことで、家が微笑んでいるように「AKIHA」
の文字をタテに並べたものです。

中央区・古町にある日本アニメ・
マンガ専門学校で、職員として働
く傍、マンガ家活動を行う。無類
のバイク好き。

作者：シカクメガネ（秋葉区出身）
詳しくはこちら

マンガ

　第６期の皆さん
が発表した宣言を
第７期も引き継い
で活動します！
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地 域 市・ 区協 働
秋葉区自治協議会

秋葉区自治協議会の役割 １．協働の要（地域代表・実施主体）
２．審議会

「アキハスムプロジェ
クト」のお揃いのポ
ロシャツを着用して、
秋葉区のPRをしな
がら活動しています。

ジチキョー２期目の７０歳
愛犬のトイプードル樹里ちゃん
とのお散歩が日課

【プロフィール】

編集後記 募集しています！

第　 回



　「こすどプラチナネットワーク」では、年をとっても、障がいがあっても、子育て中でも、一人
ひとりが大切にされ、一人ひとりに役割があり、地域で支えあうことこそ「住み慣れた家で自分
らしく暮らし続けることができる地域」の実現と考え、安心して暮らしていけるまちづくりを進
めていくことを目的に「まちの茶の間　だんだん・嶋岡」を運営しています。

開催日時　　毎週火・土曜日 10:00~15:00
利用料　　　300円 ( 小学生以下無料 )　
ランチ　　　希望者はプラス300円　小学生以下100円
開催場所　　秋葉区小須戸606-1( 旧嶋岡医院 )
実施団体　　任意団体「こすどプラチナネットワーク」
連絡先　　　☎　0250-38-5778　　

みんな思いおもいに過ごして
います。四季折々のお花を飾
り、子どもも大人も居心地の
いい居場所づくりを心がけて
います。見学・研修の場所と
しての役割も担っているほ
か、地元の施設利用者と毎月
１回ランチ会も。

毎週第２・第４水曜日に開
催。思い出のつまった着物
や古布を使って手先を動か
して、作品を生み出す喜び
と達成感を味わいます。

近くの畑でスタッフが大活
躍！じゃがいもや玉ねぎの他
にも季節の野菜を育てていま
す。取れたての野菜を使った
ランチは格別の味！収穫も参
加者と一緒に・・喜びの笑顔、
最高です。

毎週火・土曜日にランチ
を提供しています。区内
の卸市場の方や地元の方
のご厚意により、野菜や
果物などのご寄附をいた
だいています。

　いつも「私」を気にかけてくれて、何でも快く力に
なってくれる人が身近にいたらどんなに安心して毎日
を過ごすことができるでしょう。
　それぞれの地域にある居場所「地域の茶の間・サロ
ン」のつながりから助け合い、支え合う思いが育まれ、
広がりますように・・・

レポート　大貫  弘美 

課 題
解 決

サポートプロジェクト
KIRAMEKI SUPPORT PROJECT supports your problem

第１部会提案事業令 和 元 年 度 採 択 結 果 ！
□応募数 9 事業
□１次審査＜書類審査＞
　令和元年7月 17日（水）
□２次審査＜プレゼンテーション審査＞
　令和元年7月 26日（金）
□採択事業 4事業（応募順）

団体名 事業名

1　自治協委員が「協働の要」として応募団体と他団体・行政などをつないだ
　　活動ができる。
2　地域課題と人財を発掘できる。
3　区内の団体、個人のやる気を刺激する。
4　参加する人たちみんなに双方向の「気付き」が生まれる。
今年度も、秋葉区に住む人達が夢を持ってまちづくり活動に取り組むお手伝いをします。

課題解決きらめきサポートプロジェクト
4年目のこのプロジェクトで次の効果が生まれています。

1　地域と福祉施設が災害時に協力し合えるようにするため、両者の顔が見える関係づくりを
　  促す。
2　健康の大切さを学び、具体的な方法を体験し、大きな声で歌うことで、脳の活性化
     を促すイベントの開催。
3　秋葉区地域公共交通検討会議で、秋葉区の生活交通改善プランを協議。

福祉・健康・交通の分野で検討
今年度、3つの分野に取り組みます。

部会長  小林　俊介

部会長  佐藤　喜代一

第１
部会

大好評を頂いている「あきは子ども大学」を今年度も開催します。私たちの住んでいる秋葉区に
は鉄道、石油、花、歴史、里山、食など、たくさんの宝物があります。その宝物を見て触れて体
験し、その道の専門家の方から教えていただきます。その中で、主体的に学ぶ楽しさや、秋葉区
の魅力を感じてもらえたらうれしいです。また、他校の皆さんとの交流も魅力のひとつです。自
治協議会のスタッフと一緒に秋葉区の宝探しに出かけましょう。

あきは子ども大学
令和元年度 秋葉区自治協議会提案事業

AKIHA
KODOMO UNIV.

部会長  島倉　美代子

自治協議会の活動をいっそう身近に感じられるような、かわら版「あきはくはつものがたり」を
目指します。
また、「ラジオチャット エフエムにいつ」に自治協委員が順番に出演し、メンバーの紹介や情報
の発信を行います。自治協議会が地域の課題・問題について、解決に向けて取り組んでいる様子
をお知らせします。
区内外へ秋葉区の特色と魅力が発信できるように、部会員一同で取り組んでいきます。

かわら版・ラジオで自治協をPR

部会長  田中　幸一

【8月～ 10月の会議開催日程】
●本会議　8月 30日（金）・9月 27日（金）・10月 25日（金）
　　　　　13:00 ～　区役所 6階　601・602会議室
●部会　本会議の後などに開催

秋葉区自治協議会では本会議、各部会を傍聴する
ことができます。定員10名。直接会場へどうぞ。

※部会は、まちづくりの第１部会、福祉の第２部会、教育の
第３部会ほか、広報活動を行う広報部会があります。

毎月第２水曜日　12：20～
（再放送　第２水曜日と同じ週の土曜日9：00～）

【9月～ 11月の放送予定】
  9 月 11日（水）・14日（土）
10月   9 日（水）・12日（土）
11月 13日（水）・16日（土）

自治協議会各部会長に今後の抱負を伺いました！

自治協議会からのお知らせ ラジオ版「あきはくはつものがたり」

ラジオチャット エフエムにいつ  ７６．１MHz

第２部会

第３
部会

広報部会

みんなの決まりごと　
・どなたが来られても「あの人だれ？」
  という目をしない
・その場にいない人の話はしない
・プライバシーを訊き出さない

ON AIR

＜その 19＞
まちの茶の間　だんだん・嶋岡
（地域包括ケア推進モデルハウス）

食材をもとに献立を考え、ちょい塩の優しい味付けに
「おいしいね！」とみなさんから喜んでもらえること
が喜びです！

«普段のようす »

« プラチナファーム »

« チクチク布遊び教室 »

【まちの茶の間 だんだん・嶋岡】

«みんなでランチ！ »

特定非営利活動法人 にいがた農えん隊 

小須戸コミュニティ協議会 

新津東部コミュニティ協議会 

小口遊林倶楽部 

土づくりワークショップの定期開催による生ゴミ減量＆食育アクション

在郷町小須戸～地域の宝探しと「秋葉ひなめぐり」

新津川ふるさと還りプロジェクト

秋葉山分岐点案内図設置事業


