※7月9日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。

中央区役所

〒860-8618 中央区手取本町1-1 ☎328-2555

認知症介護家族のつどい
「こもれびひろば」
日 8月21日
（金）午後1時半～3時半
場 水前寺高齢者複合施設
（中央区国
府 1 丁 目 3-15）対 認 知 症 介 護 家 族
費 100円 申 電話でささえりあ水前

寺（☎362-0065）
へ

認知症介護家族のつどい
「もやいのひろば」
日 8月22日
（土）午後1時半～3時半
場 風流街もやい館グループホーム五
福（中央区細工町4丁目34-1）対 認知
症介護家族 費 100円 申 電話でささえ

りあ熊本中央
（☎319-0222）
へ
（中央区役所福祉課 ☎328-2311）

五福小学校プール利用者の皆様へ
新型コロナウイルス感染拡大防止
や熱中症対策において、
安心して利用
できる環境を十分に整えることが困
難なため、今年度はプールの一般開放
を中止します。楽しみにされていた皆
様にはご迷惑をおかけしますが、ご理
解をお願いします。

（五福交流室 ☎359-0300）

新しい自治会長さんです

（5月31日までの届出）

（敬称略）  

城 孝（出水南1） 河島 一夫（碩台13）
森本 昭憲（一新8） 田中 末男（春竹11）
江藤 榮治（向山11） 森山 龍政（春竹17）
平石 裕輔（白川1） 山本 堅太（本荘11）
鍬守 藤男（砂取8）
（中央区役所総務企画課 ☎328-2610）

区からのお知らせ ◎ 2020.8

勲章が授与されました

令和2年
（2020年）
春の地方自治功労に係る叙勲について、
中央区から2人の方が旭日単光章を受章されました。
旭日章は、
功労
の内容に着目し、
顕著な功績を挙げた方に授与される勲章です。
今回、
受章された白山校区第9町内自治会の西村 正一会長と、
春
竹校区第6町内自治会の吉岡 達雄会長のご功績を紹介します。

西村会長
各種地域団体の役職も兼任し、長年
にわたり各団体との連携強化に真摯に
取り組んでこられました。
平 成 29 年
（2017年）には、中央区内で初となる
「校区防災連絡会」の立ち上げに携わり、
災害時の校区の避難所の運営や、
行政
との連絡体制の強化に取り組まれまし
た。また、
校区の安心・安全を守るため 白山校区第9町内自治会
西村 正一 会長
に、
「白山校区安全見守り隊」を結成し、
小・中学生の登下校時を中心に安全見守り活動を行うなど、
校
区の防犯体制の強化に貢献されています。

吉岡会長
現在も複数の団体の役職を務
められ、
長年にわたり地域の
リーダーとして多方面から地域
課題の解決に努められています。
平成28年（2016年）の熊本地震
の際には、地域住民と協力し、ご
みステーションからあふれた被
災ごみの問題に熱心に取り組ま 春竹校区第6町内自治会
れました。また、春竹校区の防犯
吉岡 達雄 会長
協会会長としての活動では、
防犯パトロールを毎月実施
されるなど、
安心安全な環境づくりに尽力されています。

お二人の長年のご活躍とご功績に敬意を表します。おめでとうございました。

（中央区役所総務企画課

☎328-2610）

毎年8月30日～9月5日は防災週間 ～備蓄品の点検をしませんか？～
しゃるのではないでしょうか。
災害時などに必要なものやその量は、
家族の人数や構成
など状況によって変わります。そのため、
非常備蓄品や持
出品は保管したままにせず、
定期的に（少なくとも年に一
度）見直しや点検を行うようにしましょう。
見直しのポイント
災害時などいざという時に自分や家族を守るため
には、普段から備えておくことが重要です。
防災訓練
の実施が難しい今、
家庭での「備え」について考えてみ
ましょう。
平成28年度（2016年度）に、
市民に対して
行った市政アンケート調査によると、
熊本地震前後で
は、
家庭で非常備蓄をしている人の割合が33.4％から
80.6％へ増えており、市民の皆さんの防災意識が上
がっていることが分かります。しかし、一方で、その備
蓄に安心し、保管したままにしている人も多くいらっ

☑必要なものや備蓄の量を家族構成や年齢の
変化に応じて変えていますか？
☑ 常備薬（種類・使用期限）や眼鏡（度数）など
準備した当時のままではありませんか？
☑置き場所は適切ですか？持ち出すことはで
きますか？
☑ 感染症対策のため、マスクや消毒液などの
衛生用品も追加しましょう。
（中央区役所総務企画課

東 区役所

☎328-2610）

8020推進員育成講座
受講生大募集！

無料

〒862-8555 東区東本町16-30 ☎367-9111

健軍商店街のまちづくりの取り組みについて紹介します！
今回は、
東区民をはじめ、市民に愛されている健軍商店街のまちづくりの取り組みについてご紹介します！
健軍商店街のキーマンである、健軍商店街振興組合の井川副理事長とぴあ丸にお話を伺いました。
健軍商店街の歴史について教えてく
ださい。


Q1
A1

昭和29年ごろからずっと地域の皆さん

に愛されてきました。
平成4年には全蓋型

Q2
A2

商店街内に地域交流のスペース
があると聞いたのですが？

健軍まちなか図書室「よって館

ね」では、お買い物のついでに

アーケードが完成。
この時に愛称をピアクレスと

血圧や体脂肪の測定ができるだけでな

ロアッソ熊本や熊本ヴォルターズを応援するな

開いています。
（現在は開催を見合わせ

名づけ、
この頃に、
ぴあ丸も誕生しました。
近年は、

ど地域の活性化にも力を入れています。
現在、
約
50もの店舗が営業しています。

最近始まった新たな取り組みについ
て教えてください。


Q3
A3

く、
定期的に健康相談や習い事教室も
ています）

以前から絵本などの閲覧・貸出を行っ

ていましたが、
昨年5月から3,000冊を

超える漫画本も閲覧できるようになり、
さらに多くの世代の方に利用いただけ
る施設になりました。

お客様に楽しい気持ちになっていただこうと、

商店街の柱に、
「ぴあ丸」
、
熊本ヴォルターズの

クラブマスコット「ぼるたん」
、
ロアッソ熊本のクラブ

マスコット「ロアッソくん」のステッカーを貼付しまし
た！

また、
YouTube公式チャンネル「健軍ちゃんねる」を立
ち上げて、健軍のおもしろい「こと、ひと、ばしょ」情報
を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いしま

新しい自治会長さんです

す。

（6月14日までの届出）


皆さんも、
日々進化している健軍商店街にぜひ足を運
んでくださいね！


本市では8020推進員の皆さんが、
家族や地域の方々の歯や口の健康づ
くりの案内役として、
活躍しています。
歯や口の健康の大切さを楽しく学
び、
身近な地域で歯や口の健康づくり
活動に参加してみませんか。
日 8月26日
（水）午前9時半～ ※12
月までの期間（全3回）場 東区役所3
階健康センター 内 歯や口や全身の健
康など健康づくりに関する講話や実
習など 対 東区に住む18歳以上の方
で、修了後「8020推進員」として地域
で健康づくり活動ができる方 定 20
人（先着順）申 8月5日から電話で東
区役所保健子ども課へ
（東区役所保健子ども課 ☎367-9134）

（東部まちづくりセンター

☎367-1949）

（敬称略）

佐藤 己予美（秋津8） 網代 清秀（託麻西4）
中村 芳興（健軍2）
（東区役所総務企画課 ☎367-9121）

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問合わせ先
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