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2021年度 No.1
自治連合会，社会福祉協議会，
自主防災防犯協議会，民生委員児童委員協議会，
万年青年クラブ連合会，女性防災クラブ

地域のみなさまにおかれましては、いつも地域の活動にご理解とご協力を賜り、誠にあり
がとうございます。
未だ猛威を振るう新型コロナウイルス感染症ですが、ようやく高齢者のワクチン接種も本
格的に始まりました。一日も早く収束し、安心・安全な生活が送れるよう祈ります。
今年度も、地域活動にご協力をよろしくお願いいたします。
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朱雀地区自治連合会
令和３年度 自治連合会主催の行事予定 （主な行事）
朱雀地区夏まつり 残念ながら今年も開催中止となりました。
１０月３１日(日) 第２回 キッチンカーフェスタ 朱雀音楽祭（同時開催）
※ 新型コロナウイルス感染状況により、予定の変更等がございます。ご了承ください。

4/14 こども園“タケノコ掘り”

4/18 朱雀小学校“シイタケ栽培”

5歳児50名が来てくれました！！
たくさんのタケノコを収穫しました

20名集まってくれました！
公園で伐採した木に菌を植えました

ふれあい公園整備事業
“ふれあい公園”
愛称板

コミュニティ会館前駐車場
増設工事完了

大型複合遊具（新設）
６月１日オープン！

朱雀地区社会福祉協議会

朱雀地区社会福祉協議会
会長 古川千鶴子

こんにちは すざく社協です。
社協では例年、夏まつり・敬老祭・福祉バザーの三大事業を始め、福祉ソフトボール大会、地域
他団体との協同活動、サンタ・マリア夏祭り支援ほか、下表にあるような活動を続けてきました。
それ以外にも学校の放課後に、地域の方々が児童の体験・経験に繋がるいろんな学習をご指導くださる
「放課後子ども教室」、朱雀小学校・こども園の校園庭を整備する
「環境ボランティア」、朱雀小図書室の整備をする「図書ボランティア」
など、学校園と地域のみなさんを結ぶ事業の運営をしています。
ところが昨年に続き今年度も、未曽有のコロナ
禍により休止続きの事業もあります。
このような現状の中ですが、今後もできる限りの
対策を講じて、時宜に応じた活動の継続を図り
ます。
すざく社協のモットーである 「楽しい地域活動」
を、みなさんと一緒に心おきなくできる日が一日
も早く戻りますように・・・。
2019年10月

活動名

実施日

ふれあいサロン
「みんなで歌いましょう」

毎月 第1火曜日
10時～12時
毎月 第1・3金曜日
10時45分～12時15分
毎月 第4水曜日
10時～11時30分
毎週 金曜日
9時30分～10時30分の30分間
毎月 第1・3木曜日
10時～11時
毎月 第1・3木曜日
11時～12時
毎週 土曜日または日曜日
10時または13時30分～1時間半
年に数回 土曜日または日曜日
10時～12時

楽器サロン
喫茶サロン
脳の健康教室
やさしい体操（初級）
やさしい体操（中級）
健康体操（上級）
福祉研修

場 所
ふれあい会館
ふれあい会館
ふれあい会館
ふれあい会館
ふれあい会館
ふれあい会館
平城東公民館
ふれあい会館

第32回敬老祭の様子

内 容
アットホームな雰囲気で幅広いジャンルの
曲を皆で楽しく歌っています
持参の楽器や社協保有の楽器を使って、
皆で楽しく演奏します。初心者も可
月毎のイベントの後喫茶タイムで交流、軽
い体操や健康ニュースもあります
簡単な読み書き・計算で脳の老化を防ぐ、
奈良市で唯一の脳トレ教室
座ってもできる初歩的運動。奈良市運動
推進員の指導で行ないます
体力・運動機能維持を目的とし、初級に
続いての参加も可能です
体力向上を目的に、音楽に乗って行うリズ
ミカルな体操です。月2回講師の指導
これからの人生に必要かつ有為な研修を
企画しています

朱雀地区自主防災防犯協議会

自主防災組織は、阪神淡路大震災を契機に全国的に結成された組織です。
当初は、朱雀地区自治連合会の中の組織として結成されましたが、10年前に独立し
防犯組織も併せて現在の協議会が設立されました。単位自治会だけで取り組むにはス
タッフの確保や事業の効率化など課題が大きいことから、自治会や各種団体等が相互
に協力し合い、朱雀地区全体の住民の安心と安全を担う協議会として存在意義を発揮
しています。
今年度は、組織改革等の懸案を抱えていますが、単位自治会の皆さんも大いに関係
する事柄ですので、意見交換を大切にしながら合意形成に努めてまいる所存です。
「地域の絆は笑顔から！」ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
＜朱雀地区自主防災防犯協議会会長 西川隆善＞

「住民の１人ひとりが巨大災害は起こり得る」という想像力と危機意識をもっていただ
けるよう、啓蒙活動とコロナ禍での避難について「避難所運営マニュアル」の見直しな
どに取り組みます。
また、地域の防災防犯活動を継続できるよう、ここ数年の課題であるセーフティ朱雀
の組織改定について、各自治会からご意見をいただき、協力を仰ぎながら年内に合意
形成を図っていきます。
防災リーダー研修

防災展

安否確認

見守り

＜防災活動＞

＜防犯活動＞

避難行動要支援者を支援する活動

防災力の向上
（自主防災総合訓練、防災資機材等の整備、
消防訓練、地域防災リーダーの育成）

子どもの安全・安心、見守り活動の推進
（子ども見守り活動、セーフティスクール作戦）

防犯意識の啓発
（チャレンジ絆・声かけ運動、
全戸一灯運動、子ども安全の家運動）

防災・防犯研修会の実施
地域の安全点検（パトロール・夏まつり警備）

安全で安心して暮らせるまちづくりの取り組みを一緒に進めましょう！

朱雀地区民生児童委員協議会
朱雀地区民生委員児童委員協議会会長の大城戸建雄です。いつも民生委員児童委
員の活動にご協力いただきありがとうございます。
民生委員児童委員はみなさんが、安全に安心して生活できる地域を作るボランティ
アです。みなさんの困り事や心配事を聞いて、解決できる人や場所を紹介する「つなぎ
役」です。
現在、朱雀地域には10人の民生委員児童委員と、特に子供たちや子育ての相談な
どを専門にする「主任児童委員」が２人います。
それぞれが同じ地域に住む住民の一人で、特別なことができるわけではありません
が、地域の色々な人たちと関わり合いながら活動して参ります。どうぞよろしくお願いい
たします。

昨年からの新型コロナウィルス禍の影響でなかなか活動
も思うように行きませんが、地域のみなさんの相談事や心
配事を伺って、関係機関につなぐ役割として、毎月北部ブ
ロックの民生委員が、サンタウンプラザ すずらん館の１階
にある「何でも相談カウンター」で皆さん方のお話を聞いて、
かかわりのある機関を紹介しています。ご高齢者やお一人
暮らしの方の生活不安などから、子育てまでいろいろな困り
ごとなど相談に来られますが、専門家も同席しますので、お
役に立てているかなと思います。
また２月20日には、イオンモール高の原４階のこすもす
ホールで、「なんでも相談会」を大規模に開催し、弁護士、
税理士、民生委員児童委員、社会福祉士などが相談に乗り
ました。子育てとか、高齢の両親について、といった若い方
の相談や、ひきこもりの息子の対応に心を痛めている高齢
者のご相談など、みなさんそれぞれ真剣に相談されていま
した。また隣家との境界線についての対応策などもあり、さ
まざまな問題が多くあるように感じました。この催しは今年
度も続けられるようです。地域の民生委員児童委員に相談
しにくい場合はぜひご活用ください。
また地域でも、ちょっとした困りごとや心配ごとを相談できる、定期的な場所づくりも思
案中です。
朱雀地区の民生委員児童委員は毎月情報を交換する定例会を開催し、高齢者訪問
活動、子供の下校見守り、サロン活動のお手伝いなど、子供から大人までみんなとか
かわって「支えあうまちづくり」の実現のために今後も活動を続けていきたいと思います。
コロナ禍の中ですが、ワクチン効果が出て、一日も早い日常に戻ることを願いますが、
今後ますます高齢化が進む中、安全で安心できるまちづくりを目指して活動して参りま
すので、皆様のご支援よろしくお願いいたします。

朱雀地区万年青年クラブ連合会
平素は万青クラブの活動にご理解、ご協力をいただき誠に有難うございます。
昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大で高齢者が感染すれば重症化するリスク
が高いとされ、安全を確保する意味から殆んど事業活動は中止、延期となりました。
本年度は、ワクチン接種の効果でコロナ感染拡大が収束すれば、奈良市万年青年ク
ラブ連合会の基本方針である「健康、友愛、奉仕」の三本柱に「教養」を加えた四本柱
のもとで、万青単位クラブならびに自治連合会、社会福祉協議会など諸団体と連携し
ながら、お互いに助け合い支え合って健康長寿を目指し、楽しい人生を歩み続けたい
と思っています。
昨年度同様の事業活動を下記の通り行いたいと考えております。よろしくご理解とご
協力をお願いいたします。
🔶健康増進活動：グラウンドゴルフ、健康ウオーク、健康体操、健康づくり講習会への
積極的参加
🔶友 愛 活 動：一人暮らし会員及び会員相互の見守りと友愛活動、新年会、芸能発
表会など行事への積極参加、親睦日帰りツアー、朱雀地区夏まつり、
公民館まつり参加と協力
🔶奉 仕 活 動：地域環境の美化推進活動への参加と協力、地域の防犯・防災活動
への参加と協力、子ども見守り活動への参加、こども園、小学校、
中学校の各種行事への参加と協力
🔶教 養 活 動：教養講座などへの積極的参加

◇ 令和３年度 役員名簿
会長

４丁目

高山

尚也

副会長

１・２丁目

吉田

光孝

５丁目

村上

和夫

女性部部長

６丁目

奥村

絹子

女性部部長

５丁目

北谷

一代

会計

第二住宅

脇坂

美智子

理事

１・２丁目

（会長）吉田

光孝

奥村

文子

駅前団地

（会長）杉本

昌弘

小篠

富士代

４丁目

（会長）中西

剛

武田

和子

５丁目

（会長）仲西

幸子郎

北谷

一代

奥村

絹子

脇坂

美智子

副会長
事務局長

５丁目
６丁目
第一住宅
第一住宅
第二住宅

長谷川

晴信

（会長）大城戸
(代表）鈴木
鈴木

建雄

幸子

昭弘

（会長）中村

茂

顧問

第二住宅

大出

功太

会計監査

６丁目

西岡

純之介

朱雀地区女性防災クラブ
平素より当クラブの活動にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
昨年よりコロナウイルスに翻弄され活動もままならない状況にありますが、ワク
チン接種に期待を寄せて、何とか収束してほしいと願うばかりです。
さて、今年度も「自分たちの地域は自分たちで守る」をモットーに地域に根差し、
女性目線をいかした活動をしてまいりたいと思います。
朱雀地区女性防災クラブは平成９年に設立され、現在は５２名のクラブ員で他
団体と協力して地域防火・防災活動に取り組んでおります。
（クラブ員は随時募集をしています）
【主な活動】
① 自主防災総合訓練での炊き出し訓練参加
② 幼少児への防火・防災意識啓発のための
防火・防災紙芝居の実施（朱雀こども園）
③ お一人暮らし高齢者宅防火訪問の実施
④ 倒壊家屋救出・救護訓練

おうち時間 家族で点検 火の始末

朱雀地区まちづくり協議会
令和3年度も地域の課題解決に努めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

朱雀地区H.P（ホームページ）開設しています。

https://suzakuchiku.kagoyacloud.com/
是非ご覧ください！！
ふれあい会館前 “いこいの広場”

