４月２７日（水）午後７時から、「岩船地域コミュニティセンターいわくす会館
（岩船連絡所）」において「平成 2８年度 岩船まちづくり協議会通常総会」が開
催されました。
総会は、各町内（１６町内）から２名ずつ選出された代議員３２名（うち委任状７名を含む）、来
賓として、地元市議会議員の長谷川市議会議員が、ご多忙の中ご出席いただき、協議会の役員、市自
治振興課職員を含め、約５０名の出席により開催されました。
総会では、第１号から第４号議案までが審議され、代議員の皆様からご意見などをいただきながら、
それぞれ賛成多数により承認されました。議事終了後は、長谷川市議会議員からご祝辞をいただきま
した。
平成２８年度は、総会で出されたご意見等を踏まえ、新規事業の検討、既存事業の拡充や見直しを
進め、住民の皆様方からのご意見、ご要望等をお聞きし、昨年度より組織再編された各専門部で様々
なことを検討しながら、各種取り組みについて進めていくことになります。
「まちづくり」には、住民の皆様方からのご支援、ご協力が丌可欠です。「岩船」が、楽しく、元
気に、笑顔で過ごせるような地域になるために、また、賑やかで、活気のある地域になるために、皆
様方からの温かいご支援、ご協力をお願いいたします。 ※議案概要は中開きページに掲載

日時：５月８日（日）
会場：岩船お幕場広場
参加チーム：１３チーム
個人戦
１位：菅沼 とえ（北浜町 A）
２位：鈴木 栄子（北浜町 A）
３位：鈴木 桂子（新田町）

とび賞
7 位：加藤 栄子（縦新町 A）
10 位：東海林 喜栄子（縦新町 A）
20 位：山田 トエ子（縦新町 B）
26 位：工藤 ミイ（八日市 A）
団体戦
１位：北浜町 A（総打数 306 打） 30 位：竹内 孝子（北浜町 B）
２位：縦新町 A（総打数 316 打） 40 位：須藤 アキ子（縦新町 B）
３位：北浜町 B（総打数 336 打） 50 位：横田 加代子（横新町）

平成２７年度 主な協議会事業の報告
○いわふね夢カフェ（平成２８年２月７日）
岩船地域住民と「新潟リハビリテーション大学」および「新潟看護医療専門学校
村上校」の関係者及び学生が集まり、グループごとに分かれながら意見交換をし
ました。
初めての事業となりましたが、今回出された意見を踏まえて、学生および学校と
連携をしながら、様々な取り組みに繋げていきたいと考えています。

○各種スポーツ事業
「第２５回女性グラウンドゴルフ大
会」
「第３４回壮年ソフトボール大
会」
「第２１回熟年層グラウンドゴル
フ大会」
「第５８回野球大会」
「第２
１回熟年層ソフトボール大会」
「岩船
スポーツフェスティバル」
「第５７回
バスケットボール大会」を開催しま
した。

○各種文化事業

○その他事業

「芸能音楽祭」
「文化祭」
「だんご木飾
りづくり」に取り組みました。

「小学生料理教室」「お幕場広場の清掃」
「郷育カレンダー作
成」
「たんぽぽクラブ施設開放」などに取り組みました。

しました。創刊号発刊にあたり、地域の主な行事について、地域住民の方にスポット
を当てた内容の掲載や、フルカラーでの発刊など、誰もが見て楽しめるような広報紙
になるよう工夫しながら作成しました。また、広報紙を保存して、後で読み返すこと
ができるように、保管用ファイルも作成することにしています

○町内活動支援事業
地域全体の元気づくり
のためには、その根幹をな
す町内の活性化が大切と
考え、個々の町内や複数の
町内が行うコミュニティ
事業に対し、「助成金交付
要綱」を定め、各町内が取
り組む活動に対し、それぞ
れ３0,000 円を限度に助
成を行いました。

○団体活動支援事業
交付実績
交付町内：13 町内
交付額：390,000 円

岩船地域は、各種団体の活
動が活発に行われており、各
種団体の取組みによって、地
域の活性化に繋がることも
期待できることから、
「助成
金交付要綱」を定め、各種団
体が取り組む「地域元気づく
り支援事業」に対し、それぞ
れ 50,000 円を限度に助成
を行いました。

交付実績
交付団体：8 団体
交付額：358,000
円

通常総会 議案
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

平成２７年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２８年度

平成２８年度

事

業

事業報告について
収支決算について
事業計画（案）について
収支予算（案）について

名

場

所

４月１０日（日）

お幕場広場清掃

お幕場広場

５月

８日（日）

第26回 女性グラウンドゴルフ大会

お幕場広場

５月１５日（日）

岩船地区ソフトボール連盟春季大会

岩船運動広場

６月

第35回 壮年ソフトボール大会

岩船運動広場

６月１９日（日）

第46回 町内対抗バレーボール大会

岩小体育館

７月

３日（日）

第22回 熟年層グラウンドゴルフ大会

お幕場広場

８月

７日（日）

岩船港夏祭
・カラオケ＠イワフネ
・岩船甚句大会＆花火打上

岩船港緑地公園

第59回 野球大会

岩船運動広場

岩船地区ソフトボール連盟秋季大会

岩船運動広場

芸能音楽祭

岩小体育館

９月２２日（木）

駅伝大会

岩船運動広場

９月２５日（日）

第22回 熟年層ソフトボール大会

岩船運動広場

１０月２２日（土）

岩船スポーツフェスティバル

岩船中学校

１１月

岩船地区文化祭

岩小体育館

１１月１３日（日）

第58回 バスケットボール大会

岩小体育館

１１月２０日（日）

協議会長杯 囲碁大会

上大町公民館

１２月

小学生料理教室（対象 岩小3年）

いわくす会館

だんご木づくり

いわくす会館

料理教室

いわくす会館

「たんぽぽクラブ」の開催

いわくす会館

「ちびっ子プール」の開設

いわくす会館

３日（土）

１月１４日（土）
５日（日）

専門部で検討

８月１５日（月）
※開催日は毎年１５日。

９月

４日（日）

９月１９日（月）
※敬老会の開催日による。

３日（木）

・3月下旬～4月上旬
・7月下旬～8月下旬
・12下旬～1月上旬
7月下旬～8月下旬
３月上旬

郷育カレンダー作成事業

５月下旬

いわふね安全安心スクール

いわくす会館

専門部で検討

源内塾利活用事業

源内塾

専門部で検討

学生サポート事業

専門部で検討

いわふねウォーキングマップ作成事業

いわくす会館

専門部で検討

いわふね“夢”カフェ

いわくす会館

専門部で検討

酒の肴グランプリ

いわくす会館

専門部で検討

いわふね“夢”カフェ

いわくす会館

２月・３月

サンデー・キッズ岩船

※黄色塗されているところは“協力”
、青塗されているところは“共催”となります。

４月２３日（土）、ＮＰＯ法人まちづくり学校主催による、ブラニ
イガタ 2016 が行われました。県内で選ばれた街中を歩き、その魅
力に迫ろう！という趣旨で行われ、県内外から 40 名の参加があり、
岩船に数多くある“小路”を中心に歩きました。また江戸時代に測
量で活躍した伊能忠敬が訪れた地としても有名なため、その資料が
残っている上町の伴田邸で講演が開かれました。参加者の皆さんは
カメラを片手に町中を歩き、また講演も真剣に聴かれていました。

４月２５日（月）源内塾で、まちづくり元気女子会主催によ
る、いわふねのお茶の間が開かれました。約 40 名の参加が
あり、昔とんとんのお話や市保健師のお話があり、お菓子と
お茶を片手に笑顔の絶えないお茶の間となりました。また、
磐樟塾こども書道展も同時開催され、源内塾内に多くの作品
が展示されました。

４月２９日（木）に、新潟漁協岩船港支所の荷さばき所で「第
２３回さかな祭 in 岩船港」が盛大に開催されました。当日
は生憎の雨模様にも関わらず、大勢の来場者があり、会場内
は活気にあふれていました。会場では、鮮魚の販売等たくさ
んのコーナーが設けられ、また、みなさと奏さんの「歌謡シ
ョー」も行われました。今回も「岩船まちづくり協議会」と
「岩船まつり保存会」が参画し、岩船大祭のＰＲを兼ねて、
各屋台のまつり囃しが収録されたＣＤの販売、また、「岩船
港夏祭」で、花火を打ち上げるための「花火募金」が行われ、
「48,902 円」が集まりました。
「岩船港夏祭花火募金」の御礼
この度は、岩船甚句大会花火募金にご協力いただき誠にありがとうございました。
今年も、８月に開催する岩船甚句大会の休憩時間に、花火の打ちあげを予定しております。そこで、地域の皆様方のご協力を得なが
ら、岩船港の夜空に咲く花火を、少しでも長く、多く、皆様方にご覧いただき、楽しい時間を過ごしてもらいたいと考え、岩船甚句大
会花火募金を行いました。
今回、皆様方の温かいご厚意により集まりました募金は、今年の花火費用に充当させていただきます。
今後とも温かいご支援、ご協力をお願いいたします。
岩船まちづくり協議会

問い合わせ先
岩船まちづくり協議会事務局 渡邉（市自治振興課 岩船地域まちづくり担当）
ＴＥＬ：５６－７０７１（岩船地域コミュニティセンターいわくす会館内）
ＦＡＸ：５６－６０５５
メール：toshiki.watanabe@city.murakami.lg.jp
H
P：http://www.iwafune-machikyo.net/

