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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 地域協働課 

 

平成３０年度 各部会メンバー及び事業計画の紹介 

■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) 

副部会長 丹羽 鋭司 (中小口) 

服部 惠一(外 坪)  中島 健一(上小口) 

河合 美則(外 坪)  安達 金義(上小口) 

能田 万由(外 坪)  大野喜久雄(上小口) 

仲澤 忠 (河 北)  服部 昭彦(中小口) 

水野 正利(河 北)  木野 幸男(中小口) 

福冨 清重(河 北)  森   進 (下小口) 

平松 真樹(河 北)  小澤壽美子(下小口) 

平成３０年度も始まり、それぞれの部会で様々な事業の企画・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と主な活動内容などについてご紹介します。 

活動目標 

愛知県１番の安全で安心な住みよい北地域 

をつくる 

活動内容 

・6/14（木）北小学校にて自転車教室を開催し

ました。愛知県警第一機動隊「B-Force」を

講師に招き、自転車の正しい乗り方などを教

えていただきました。 

・9/１（土）には JAF 職員による交通安全教

室も開催予定。講演の他に、シートベルトの

大切さについて学ぶ体験もあります。 

活動目標 

愛する家族、ふるさとを守る、災害に強い 

北地域をつくる 

活動内容 

・北地域避難・防災訓練、同時に「災害時安否

確認（白いタオル運動）」を実施予定。 

 日 時：10 月 2７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) 

副部会長 荒川 雄一 (下小口) 

舟橋 浩司(外 坪)  宇野 省 (上小口) 

柘植 邦明(外 坪)   田 治則(中小口) 

水野 政明(河 北)  水野 満生(中小口) 

熊澤 幸生(河 北)  田中 将弘(下小口) 

梅本 隆重(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 
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■福祉部会 

部 会 長 伊澤 清  (下小口) 

副部会長 仙田 秋男 (上小口) 

河合知加子(外 坪)  山本真由美(上小口) 

藤田佐恵子(外 坪)  藤川 優孝(上小口) 

藤田 光孝(外 坪)  水野 末男(中小口) 

服部 正孝(外 坪)  安藤 良 (中小口) 

脇田 洋子(河 北)   田 幸昇(中小口) 

岡川 美晴(河 北)  安藤 和子(下小口) 

近藤みち子(上小口)  髙塚 孝二(下小口) 

活動目標 

北地域の区域、世代を越えた、人と地域の 

つよい絆を育む 

活動内容 

・４つの分科会（福祉マップ、福祉の集い、福

祉講座、あいさつ運動）に分かれて、今後取

り組んでいく事業について話し合いをしてい

ます。 

 

■環境部会 

部 会 長 中野 和弘 (河 北) 

副部会長 後藤 幸康 (河 北) 

藤田 金生(外 坪)  前田 泰宏(上小口) 

服部 昌司(外 坪)  近藤 茂 (中小口) 

服部あさ子(外 坪)  水野 喜生(中小口) 

藤田 敏英(外 坪)  岩田 安生(中小口) 

脇田 高明(河 北)  水野 久成(中小口) 

窪田 明 (河 北)  林部 雅彦(下小口) 

近藤  幸(上小口)  江口 洋子(下小口) 

仲田由紀乃(上小口) 

■専門部会 

部 会 長  藤田 金生(外 坪) 
 

＜企画部会＞     ＜広報部会＞ 

服部 惠一(外 坪)  服部 正孝(外 坪) 

中野 和弘(河 北)  脇田 高明(河 北) 

藤川 義廣(上小口)  梅本 隆重(河 北) 

川橋 朝次(中小口)  近藤  幸(上小口) 

伊澤 清 (下小口)  藤川 優孝(上小口) 

酒井 武美(下小口)  川橋 朝次(中小口) 

前田 弘秋(下小口)  丹羽 鋭司(中小口) 

           安藤 良 (中小口) 

企画部会の取組み 

・地域の結びつきや一体感を高めます。 

・関係機関や諸団体との連携を高めます。 

・研修会や啓発活動の充実に努めます。 

・みんなで、協働で進める活動の企画、各部会

が行う事業の調整をしています。 

 

広報部会の取組み 

・毎月のまちづくり新聞（かわら版）の発行。 

・北地域自治組織の PR 活動（ふれあいまつり

など）に努めます。 

活動目標 

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 

活動内容 

・ゴミのポイ捨て防止、犬のフンの後始末の徹

底を目指して、啓発看板の設置や環境パトロ

ールを実施します。 

・ペットボトルキャップ収集事業を継続し、会

員意識の高揚と自主財源の充実に努めます。 

・空地を有効活用した花植えイベントの実施。 

（今年度は下小口地区にも新たに花壇が増えます）

ほほえみまつりに参加 

６月９日（土）健康文化センターに

て、ほほえみまつりが開催され、北地域

自治組織も活動紹介ブースを出して参

加しました。 


