
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 蔵持地区まちづくり委員会の定期総会は、新型

コロナウイルスの感染防止の観点から書面表決総

会として実施されました。 

５月１０日(日)、新旧区長が立ち会って、長綱

徹さん(緑が丘東)が議長となり、書面表決の開票

結果を確認しました。 

役  職 氏  名 住所(略) 備  考 

会 長 三瀬 幸綱 緑が丘東 
緑が丘自治会副会長 
緑が丘東区長 
（コミュニティ部会） 

副会長 

北橋 勝美 蔵持町芝出 
芝出自治会長 
（コミュニティ部会） 

稲森 穂積 緑が丘西 
緑が丘自治会会長 
緑が丘西区長 
（コミュニティ部会） 

会 計 川嶋 忠司 蔵持町里  

書 記 中村 邦夫 緑が丘東  

運 

営 

委 

員 

千種 啓義 緑が丘中 
緑が丘自治会副会長 
緑が丘中区長 
（コミュニティ部会） 

岩本 哲夫 蔵持町里 
里自治会長 
（コミュニティ部会） 

山岡 徳幸 蔵持町原出 
原出区長 
（コミュニティ部会） 

西岡 孝史 蔵持町原出 蔵持市民ｾﾝﾀｰ･ｾﾝﾀｰ長 

荻田 吉春 緑が丘西 福祉部会部長 

高山 正之 蔵持町里 環境部会部長 

坪田 正博 蔵持町芝出 安全・防災部会部長 

藤本 悦子 緑が丘西 健康・子ども部会部長 

吉岡 昌行 蔵持町里 文化・広報部会部長 

久保田光男 蔵持町里 レトルト事業部会部長 

鬼頭 純子 緑が丘中 
まちじゅう元気 
プロジェクト部長 

森  志津 緑が丘西 
蔵持民生・児童委員 

協議会会長 

若山 博史 蔵持町原出 蔵持小学校校長 

事務局 合田 元旦 緑が丘中 蔵持市民センター職員 

    

監 事 
吉田 久生 緑が丘中  

上北 喜治 蔵持町里  

顧 問 
森岡 秀之 蔵持町里 名張市議会議員 

山下 登 緑が丘東 名張市議会議員 

 

この度、蔵持地区まち

づくり委員会の会長を拝

命しました緑が丘東区長

の三瀬幸綱です。 

蔵持地区は大型商業施

設の進出が続いており、

名張市の中央に位置して

一層の発展が期待される

地域となっています。 

         蔵持地区まちづくり委

員会は、都市機能・田園風景・歴史を兼ね備

えた地域の優位性を活かして、「４つのビジ

ョン」を基にした活動により「誰もが安心し

て住み続けられるまちづくり」を目指してい

ます。 

「健康で生き生きくらせる」では高齢者サ

ロン・くらっこ広場等、「歴史と文化」では 

歴史史跡の紹介・イベント講演の開催等、「安

全、安心」では青色防犯パトロール・防災訓

練等、「環境に優しい」では自然環境保護・環

境美化活動等の活動を行っています。 

この他にも各事業部が市民センターとも

連携し様々な活動を行っていますので、皆様

には積極的なご参加とご支援・ご協力をよろ

しくお願いいたします。 

最後に、新型コロナウイルス感染症に対し

て、ご自愛し細心の注意を払ってお過ごし下

さることを一言申し添えて、ご挨拶といたし

ます。 

会長 三瀬 幸綱 
（緑が丘東） 
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その結果、令和２年度の事業計画・予算案等の

５つの議案とも、書面表決総数８９票に対して、

８３票の賛成をいただき、すべての議案が承認さ

れたことが確認されました。 

（書面表決総会とは、総会に出席せずに書面で議

決権を行使する方法） 

蔵持地区まちづくり委員会 令和２年度 書面表決総会が実施されました  
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環境部会  健康・子ども部会  

部 長 高山 正之   

副部長 吉藤 徳次 

部 員 前川 秀典・松山 好成 

畑中 哲明・森永 文彦 

今西 敏樹・中野 高満 

森岡 繁喜・山本登志子  

田邊 哲子・園山 和明 

部 長 藤本 悦子   

副部長 長田 まち子 

部 員 岩本 雅子・松山 俊久 

大西 妙子・北橋こずえ 

北道 信子・佐古 春恵 

岡田 利義・木村美保子 

堀尾 清子・森 志津 

岩見 美香 

住みよい「まちづくり」を！ 

・クリーン大作戦参加 

・蔵持地区一斉環境美化の実施 

楽しく健康で暮らせる｢場｣の提供 

・くらっこ広場開催(年２４回) 

・ベルマーク収集整理 

 
文化・広報部会  

部 長 吉岡 昌行 

副部長 合田 千晶 

部 員 中森 文明・川北 浩一 

大西 哲  ・安藤 公一 

森 聖子  ・北橋 公代 

森島 幸子・遊免真由美 

イベントや地域の情報発信！ 

・蔵持まちづくり通信の発行 

・蔵持小学校との連携行事 

・バスツアーの企画 

 
福祉部会  レトルト事業部会  まちじゅう元気プロジェクト 

部 長 荻田 吉春 

副部長 前川 尚三 

部 員 久保田英典・亀山 仁保 

高嶋美代子・中筋 博則 

橘 孝幸   ・川端 邦男 

吉本 茂   ・川西 晴美 

倉田 剛 

部 長 久保田光男 

       中森 佐  ・奥野 強 

前川 尚三・高山 正之 

調理担当  川西 正子・倉田和津子 

大西 妙子・岡山 紹子 

森原 久子 

講 師 森本 恵利子 

部 長 鬼頭 純子 

副部長 山下 隆子 

部 員 長田まち子・森 志津 

原田 純子 ・川西 正子 

松山 和子 ・小山美恵子 

木村千香保・青木眞佐子 

北橋 弘子 ・山口せつ子 

イベントを通して 

明るく元気なまちに！ 

・名張市出前トーク開催 

・ハイキングや寄せ植え教室開催 

備蓄食品の考案・作成 

・防災食製造 

・新製品・新食品開発 

健康で元気なまちを目指そう！ 

・「カフェくらしみず」開催 

・子育てサポート養成講座開催 

・味噌づくり教室開催など 

 

【 各部共通協力事業 】 

・ウォークラリー大会 

・蔵持市民センター祭協賛 

＊今年度は、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、各種イベ

ントが中止になる場合があり

ます。 

安全・防災部会  

部 長 坪田 正博 

副部長 大西 敏彦 

部 員 木村 明人・田中 耕一 

亀山 光生・橋本 宜久 

上出 孝一・大村 泰滋 

香川 弘筆・森 茂雄 

神志那春一 

安全で安心な「まち」を！ 

・青色防犯パトロール実施 

・名張市総合防災訓練参加 

・防災講習会参加など 

 

各部会では、部員さんの協力

の下、様々な活動を行ってい

ます。 

「コロナに負けるな！」 
を合い言葉に、三密を避け 

（密閉・密集・密接） 

手洗い・うがい・マスクを！ 

医療現場に負荷がかからない 

ように、ひとりひとりが感染 

対策を！ 

マスクと消毒液を 

いただきました！ 

先日、名張市善意銀行(事務局 

社協)を通して「精肉のオクダ」 

さんからマスク７箱を、名張市を 

通して衛生用品メーカーの「サラヤ」

さんからアルコール手指消毒剤２本

が、まちづくり委員会に寄付されまし

た。感染対策には、かかせないマスク

と消毒液。地域の皆さんのために大切

に使わせていただきます。 

ありがとうございました。 


