
広田地区県民交流広場
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第¶固 底囲馴れあいコンサート開催
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。地域規模

・ 小学校区

一- 2,221世帯 5,772人 (H26331現在)

一  広田小学校区

◆日 時  :平成26年 3月 2日  13:30～ 15100

◆場 所  :緑市民センター 3階 ホール

音楽を愛する万々をお招きし、皆さんが癒され楽 しめる「′Sヽ れあいと笑顔の音楽会」

催 しました。琴、ビアノ、フルー ト演奏や広田小 。中学校吹奏楽部の含同演奏など、

合った演奏や日頃の練習成果に沢山の人が楽 しみました。

平成 23年度に「緑まちづくり協議会」が立ち上がり、それを足がかりとして、

平成 24年度には広田地区の各種団体の皆様とともに、広田小学校区を単位とする「県民交

流広場事業」に取り組み 3年目を迎えております。

『広田まちづくり協議会』は、県・市と連携しながら広田地区を舞台とした、環境。文化・

福祉の分野を3本柱に、元気と安心の『いつまでも住み続けたいまちづくり』を推進します。

今後とものご指導、ご支援、そしてお声かけをお願いしてご挨拶といたします。

・事業実施地域名―― 南あわじ市広田地区・洲1本市納 。鮎屋地区
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◆H25年度活動

5月 11日 広田地区交流広場事業お披露目式典開催

7月 19日 広田 トーク創刊号発行

9月 14日 だんじり太鼓教室開校 (全 7回)   ⇒

9月 23日 広田梅林子ども夏イベント (水仙球根植え

竹工作、バーベキュー交流会)

9月 28日 子どもlS模道場開校

10月 1 3日 食と文化の市民まつり出店

11月  9日 男の料理教室開催          ⇒

11月 23日 交流広場交流会「コミュニティアワド2013」 出展

12月 22日 ふれあい福祉のつどい

2月 11日 通学路危険個所検証         ⇒

2月 19日 「うちエコ診断」地域サロン出前環境教育

2月 23日～ 広田梅林まつり「ふれあいコーナー」出店

2月 26日 キッ″コす読み間かせ

3月  2日 第1回広田ふれあいコンサート開催

3月 23日 子ども環境 &工作教室        ⇒

◆H26年度活動計画

8月  9日 (土) 七夕まつり

8月 31日 (日 ) 第2回『広田ふれあいコンサート』

9月 27日 (上) 『だんじり太鼓教室』開校 (全 8回 )

10月      食と文化の市民まつり出店 (協賛)

11月      6れ あい福祉のつどしヽコーす―出展 (協賛)

H27年 2月   広田梅林まつり6ヽれあいコーナー出店 (協賛)

◆太陽光発電 H25年度実績 (H253～H263)
●年間発電量 約 13,000KWH ●年間売電金額 約34万円 (今後の活動費へ充当)

備品整備ほか

7,14Q627

941,146

各種イベント

&ふれあい喫茶ほか

1,300万円

(5年間総事業費)

1.226,714



● 9月  広田梅林ふれあい公園活性化取組 パーベキ¬―交流/水仙球根植え

◆バーベキュー交流会

&竹クラフ ト教室

◆水仙球根植え

●」1月 交流会『地域コミュニティ・アワード2013』 参力B[但馬長寿の郷]

◆竹クラフ ト作品の展示

◆県民交流広場の交流会
◆広田まちづくり展示ブース

●2月 梅林まつりふれあいコーナー出店



まちづくリチーム活動紹介

◆ゴール ドチーム委員  11人
・ 構成団体 自治会/老人クラブ/商工会/観光協会/芸能保存会

…・広田梅林まつり出店 《協賛》 ・七夕まつり 。だんじり太鼓教室

◆セイフティチーム委員  6人
・構成団体    消防国/防犯協会/交通安全協会/商栄会

◇H26年度活動計画

・防災マップづくり ・美化活gr」推進 ・七夕まつり

◆コミュニテイチーム委員 7人
・構成団体   ボランテイア/いずみ会/花づくり/体育委員会/文イヒ協会

/社会福祉協議会/民生児童委員協議斜 身体障害者福社会

◇H26年 度活動計画

・親子/男の料理教室開催  ・各イベン ト飲食コーナー

◆チャイル ドチーム委員 12人
・ 構成団体   子育て学習支援センター/中学校/小学校/保育園/PTA

/保育園保護者会

◇H26年 度活動計画

・ ふれあいコンサー ト ・ みどり子どもまつり協賛  。キッズ読み間かせ会

■発行元 :広田まちづくり協議会

〒656-0122 南あわじ市広田広田10571(緑 市民センター内)

TEL:0799-44-3008 ホームヘ・―シ
・ URL:http://hirota sakura neip

広田ふれあい情報

●『子ども将棋道場』

■広田まちつくり協議会ホームベーシをこ覧くたさい。

●『イメージキャラクター』 “たまちゃん"の誕生 !

募集文J象 広田小学 。中学生 応募数 小学生 17・ 中学生 7

審 査 結 果

(『年度学年)

秀

〔員

優

秀

［販

優

不動綾乃 (中 2)さん

船城なつき (小4)さん 長谷菜瑛 (小 6)さん

・ メンバー  43人 保 (1人)」 (ヽ10人)中学生 (2人) (H266現 在)

。開催日 毎月 第4土曜日 PM7時～80寺 30分
。開催場所 緑市民センター 2階会議室
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●言卜 報
ぷ彊潅「 暫選117議

会会長として大変なご尽力をいただきました齋藤勝巳様
tま した。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。


