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私たちは、大口町北地域自治組織とともにまちづくりに取り組んでいます。 

（発行）大口町北地域自治組織 （協力）大口町 地域振興課 

平成２８年度各部会メンバー及び事業計画 

■防犯部会 

部 会 長 前田 弘秋 (下小口) 

副部会長 前田 一郎 (下小口) 

服部 惠一(外 坪)  奥村 勝利(上小口) 

河合 美則(外 坪)  川橋 勝彦(上小口) 

須崎 里美(外 坪)  乗松 途夫(上小口) 

仙田 勇次(河 北)  服部 昭彦(中小口) 

水野 隆吉(河 北)  廣瀬 眞孝(中小口) 

福冨 敬昇(河 北)  田中 隆男(中小口) 

加藤 大 (河 北)  森   進 (下小口) 

平成２８年度も始まり、各部会様々な事業の企画・運営をしているところですが、今

月号では各部会のメンバー紹介と既に取り組んでいる事業の企画等を含めた平成２８

年度の事業計画についてお伝えしますので、ご参加ください。 

～事業計画目標～ 

『愛知県１番の安全で安心な住みよい北地域をつくる』

～活動計画（主な活動）～ 

・青色防犯パトロール活動 毎日実施 

・小学校児童見守り活動 毎週火曜日実施 

・交通安全教室 

日時：９月３日（土） 

場所：健康文化センター４階 ほほえみホール 

・小学生防犯講座「不審者・連れ去り防止対策」 

１０月２０日（木）開催（北小学校２年生対象と

共に地域の皆さんも一緒に）

～事業計画目標～ 

『愛する家族、ふるさとを守る、災害に強い北地域をつくる』

～活動計画（主な活動）～ 

・県防災教育センター（尾張旭市）での体験学習 

  ６月２６日（日）２時間コース ２０名程度 

・北地域 避難・防災訓練 

 日時：１１月１９日（土）午前 

場所：大口北小学校 

■防災部会 

部 会 長 藤川 義廣 (上小口) 

副部会長 川橋 朝次 (中小口) 

舟橋 浩司(外 坪)  吉田 治則(中小口) 

柘植 邦明(外 坪)  松永 盈任(中小口) 

水野 善久(河 北)  荒川 雄一(下小口) 

花橋 文男(河 北)  井戸 雅晴(下小口) 

仙田 五郎(河 北)  北折 廣幸(下小口) 

松崎 健三(上小口)   

 穴子が自信作！ 
昼の部・・11:30～14:00 

夜の部・・17:00～22:30 

(ラストオーダー各部 30 分前) 

定休日：月曜日 

(祝日は営業、翌日休業) 

 0587-96-0015 

大口町 NPO 登録団体 

大口環境を守る会

「地域でできることは 地域で」をモットーに 

 会員相互の親睦を図りつつ 

  五条川をきれいに保つための  

   清掃・草刈・桜の保全活動をしています 

天 神 橋
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斈■福祉部会 

部 会 長 伊澤 清  (下小口) 

副部会長 岩田 六郎 (河 北) 

舟橋 啓次(外 坪)  吉田 幸昇(中小口) 

舟橋 菊子(外 坪)  水野 末男(中小口) 

藤田 豊子(外 坪)  木野 哲夫(中小口) 

鈴木 勝彦(外 坪)  江口 洋子(下小口) 

梅本 行江(河 北)  大竹妙華代(下小口) 

大竹富美江(河 北)  髙塚 孝二(下小口) 

安藤 克枝(上小口)  小澤壽美子(下小口) 

仙田 秋男(上小口)   

後藤 卓郎(上小口)   

～事業計画目標～ 

『北地域内の区域、世代を越えた、人と地域のつよい絆を育む』

～活動計画（主な活動）～ 

・「福祉講座」の開催 

  テーマ：認知症について 

   さくら総合病院 小林豊院長を講師として 

招き実施。 

  開催日：９月１日（木） 

  場 所：健康文化センター４階 ほほえみホール 

・「福祉のつどい」の開催 

  内容、日程等は現在検討中。 

■環境部会 

部 会 長 服部 文男(河 北) 

副部会長 能田 斈 (外 坪) 

藤田 金生(外 坪)  宇野 金美(上小口) 

服部 昌司(外 坪)  廣瀬 康雅(上小口) 

前田 玲子(外 坪)  重田 輝一(中小口) 

後藤 幸康(河 北)  岩田 安生(中小口) 

仙田 孝昇(河 北)  根本 正一(中小口) 

丹羽 真希(上小口)  水野 喜生(中小口) 

近藤 幸(上小口) 林部 雅彦(下小口)

～事業計画目標～ 

『北地域の豊かな自然環境を守り育て次の世代へとつなげる』

～活動計画（主な活動）～ 

・空地を利用した美化活動（花壇整備） 

新宮地区 ６月１９日（日）１０月３０日（日） 

  仲沖地区（新規） ９月２５日（日） 

・「花植えイベント」 

  新宮地区 ７月１７日（日）１２月４日（日） 

  仲沖地区 １１月１３日（日） 

飲酒事故が多発（夏期の最多発月）

○花火や祭りは楽しんでも、 

飲酒運転は「しない」 

           「させない」「許さない」！ 

■専門部会 

部 会 長 藤田 金生 

＜企画部会＞     ＜広報部会＞ 

服部 惠一(外 坪)  舟橋 啓次(外 坪) 

服部 文男(河 北)  水野 善久(河 北) 

後藤 卓郎(上小口)  仙田 勇次(河 北) 

藤川 義廣(上小口)  近藤 幸(上小口) 

伊澤 清 (下小口)  重田 輝一(中小口) 

酒井 武美(下小口)  川橋 朝次(中小口) 

前田 弘秋(下小口)  吉田 治則(中小口) 

           前田 弘秋(下小口) 

企画部会について 

企画部会は年に１２回会議を設け、各部会から上

がってきた事業や企画の提案について検討し、決定

権を持つ理事会に提案していく重要な部会です。 

広報部会について 

毎月北地域まちづくり新聞の内容やレイアウト

などを決め、発行している部会です。 

会議は年に２４回です。部会メンバーが集まり、

より多くの皆さんに北地域まちづくり新聞を読ん

でもらえるよう意見交換しあっています。 

■相談役  今枝 達夫 (下小口)

交通安全に遭わないために

～虎の巻～７月編 

（愛知県警ＨＰ資料） 


