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 梅の実も大きくなってきて、この地方の一番活気のある季節となるはずでしたが、梅の市況の

不安から道端で顔を合わすと、ため息ばかり出ている始末です。梅はもともと変動性の高い作物

で30年位前にはそんなに多く作ってなく、そのため値段も良く、経済成長と共に採れた梅はどん

なものでも売れたのでした。みかん・野菜産地であった当地方も、梅が高く取引されるのを見

て、多くの農家が梅栽培へと切り換えたのでした。その結果、水田まで梅を植え、収穫量は飛躍

的に増えましたが、需要は比例して伸びなかったのです。また、栽培技術も

確立し、1本あたりの収量も増えたのが供給過剰に追い討ちを掛けたものと

思います。この増えた梅を梅干だけで販売しようとしても無理があります。

何かまったく新しい製品を作る技術の出現が待たれます。 

 革新的な技術は日本の「お家芸」で、これまでも緻密精巧なものを作り出し、世界をリードし

てきたのですが、ここにきて中国や韓国が猛追してきて、一流企業だった「パナソニック」、

「ソニー」、「シャープ」等が今大変苦しんでいます。しかし、次の時代に向けて企業や大学は

新たな技術で「お家芸」を復活すべく日々努力しています。その一つに五感を共有する着用型の

ロボット（ウェアラブル）の開発があります。代表例が日本が得意とするロボットの技術を融合

した遠隔操作や人間の力を増やす「人工筋肉」を作る技術です。人工筋肉は介護者の負担軽減

や、建設現場や農林漁業の重労働の負担軽減を目指して、50グラムの機器で最大200キログラムの

力を出せるウェアラブルを開発している。私たちの生活はこのような機器の出現で一変するので

はないでしょうか。例えば、介護（高齢者の増加で需要は増える）現場への算入が見込め、高齢

者になっても働けるし、農林漁業も高齢化が著しいが、作業が楽になり働きがいのある社会が出

現します。 

 もう一つは、理科学研究所のスーパーコンピューター（スパコン）「京」の後継機となる次世

代スパコンの開発があります。これは5年後を目標に「京」の100倍の性能をもつ世界最高水準の

スパコンを作ることです。「京」の計算速度は毎秒1京510兆回（京は1兆の1万倍）ですが、その

速度を100倍にするのですから、大変な数字になります。この計算速度が私たちの生活にどのよう

な関係があるのかと言えば、例えば気象の予報に多くのデータが活用でき、雲の動きや、雨の降

り方、台風の影響、ゲリラ豪雨等の予測がより正確になり、仕事や行事、防災に活用することが

できます。また、様々な物質が多様な働きをする体内で薬剤の効果や副作用を正確に予測し、有

効で安全性の高い医薬品が迅速に開発でき、医療の向上に役立ちます。この他にも「ヒトゲノム

の解読」や工場での「低カリウムレタス」等の世界をリードする技術があります。 

 この様に、日本人の特性を活かした「地道にコツコツと」の精神は地域活

動にもつながると思いますので、私たちも自分たちでできる範囲で地域が元

気になれるようがんばっていこうではありませんか。   

        日本日本日本日本のののの「「「「おおおお家芸家芸家芸家芸」」」」のののの復活復活復活復活をををを！！！！    館長館長館長館長：：：：山田能久山田能久山田能久山田能久    

御田植祭御田植祭御田植祭御田植祭がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    

 5月5日（火）に伊作田稲荷神社に

て、田辺市無形文化財に登録されて

いる「御田植神事」が開催されまし

た。 

 昔ながらの稲作の工程を氏子らが

演じていると、「昔はこんなこと

やったな。」「あの道具昔家にあったわ。」など話し声が聞こえてきました。 

検討委員会改検討委員会改検討委員会改検討委員会改めめめめ「「「「稲成町稲成町稲成町稲成町まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり委員会委員会委員会委員会」」」」をををを発足発足発足発足しましたしましたしましたしました！！！！    

 

稲成町まちづくり委員会 

委員長 室 井 修 一 

 

 皆様には、昨年暮れの稲成公民館報12月号でお知らせしましたように、町内会では平成26

年11月に紀南環境広域施設組合と広域廃棄物最終処分場の建設に係る「基本同意」の協定を

締結しました。 

 このため、組合と現地詳細調査等に関する各種協議を行ない、処分場建設への判断を行う

町内会との連絡調整などを目的に、平成25年10月に稲成地区町民により設立した検討委員会

（委員長：室井修一）でございますが、一定の役目を終えたところです。 

 しかし一方、町内会では今後新たな課題として組合との処分場建設の同意に係る各種協定

事項に関する協議が控えてございます。 

 こうした背景から、検討委員会で協議の結果、今後とも町内会と連携のもと、地域の課題

に取り組むため、組合との各種協定に関する事項として、例えば、地域の住生活環境の保全

等に関する協定や、或いは公共的な施策を基本とする地域振興事業などが考えられますが、

町民の皆様からの意見の取りまとめを行い、町内会に諮ることなどを目的とした会として検

討委員会改め、平成27年4月28日からは「稲成町まちづくり委員会」（委員長：室井修一）

として発足することになりました。 

 また、本会の委員には町の各団体代表や市議会議員などのほか、新たに検討委員会委員歴

任者代表や町内会役員として平成27年度の区長に着任していただくなど、一部委員を一新し

委員の総数は18名としました。 

 更に、今後委員として活動を希望される方は、区の推薦者として委員に参入できますの

で、区長までお申込みください。 

 このようなことでございますが、皆様におかれましては、今後とも先の検討委員会同様、

「稲成町まちづくり委員会」の活動により一層のご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し

上げたいと存じます。  



平成平成平成平成27272727年度各町内会年度各町内会年度各町内会年度各町内会のののの役員役員役員役員がががが決定決定決定決定しましたしましたしましたしました    平成平成平成平成27272727年度年度年度年度    稲成公民館運営協力委員稲成公民館運営協力委員稲成公民館運営協力委員稲成公民館運営協力委員がががが決定決定決定決定しましたしましたしましたしました    

 5月18日（月）に稲成公民館運営協力委員会が開催され、下記のとおり平成27年度公民館

運営協力委員、事業計画が決定しましたので、皆様にお知らせします。     ※敬称略 

下村区活性化検討委員会下村区活性化検討委員会下村区活性化検討委員会下村区活性化検討委員会のののの取組取組取組取組についてについてについてについて    

 4月26日（日）の溝掃除終了後、「下村区域内にお住いの誰でも参加できます」をキャッ

チフレーズに、「親睦バーベキューと

ミニ朝市＆ミニ屋台」のイベントを開

催しました。 総勢101名の参加があ

り、交流と親睦を図りました。  

 町内会活動へ始めて参加された方々

にも喜んでいただき、当日、町内会へ

加入していただいた方々もいらっ

しゃったそうです。  

 平成27年度の各町内会役員が決定しましたのでお知らせします。 

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度    稲成公民館事業計画稲成公民館事業計画稲成公民館事業計画稲成公民館事業計画ですですですです    

役    職 氏  名 役    職 氏  名 

稲成公民館長 山田 能久 生涯学習（人権）推進員 倉谷 弘子 

稲成町内会長 室井 修一 田辺市スポーツ推進委員 寄本 裕貴  

むつみ町内会長 津田 正視 田辺市スポーツ推進委員 小谷 正和 

稲成町内会副会長（糸田区長） 山田 博康 いわき会会長 榎本 守 

むつみ町内会副会長 森脇 一浩 稲成小学校校長 楠本 正二 

稲成町内会庶務会計（荒光区長） 谷本 通盛 稲成小学校育友会長 澤田 博之 

谷上区長 湯本 浩至 稲成小学校子どもクラブ会長 森本 真樹 

馬場平区長 楠本 利行 田辺市消防団田辺支団稲成分団長 阪口 賢彦 

谷区長 湯田 義己 稲成保育所所長 下口 惠以子 

下村区長 中根 宏之 コーディネーター受講生 前北 敏三 

稲成愛郷会会長 坂本 正二平 稲成公民館主事 笠松 亮太 

生涯学習（人権）推進員 中元 孝明   

役 職 氏  名 役 職 氏  名 

会 長 津田 正視 会 計 澤田 加代子 

副会長 森脇 一浩 会計監査 線﨑 征四郎 

副会長 坂本 紀代子 会計監査 坂本 洋子 

書 記 山本 喜久     

稲成町内会 ※敬称略 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

会長 室井 修一 理事 山田 能久  

副会長 山田 博康 理事 小田 喜一  

庶務・会計 谷本 通盛 理事 前川 進  

土木委員長 宮﨑 孝行 理事 澤田 隆藏 

区長 湯本 浩至 監事 桐本 昌吾 

区長 楠本 利行 監事 井上 栄治 

区長 湯田 義己 監事 上地 寿幸  

区長 中根 宏之 監事 榎本 哲也  

理事 坂本 正二平     

「バーベキューの様子です」 「朝市の様子です」 

※敬称略 むつみ町内会 

 社会福祉協議会では下記のとおり事業を実施します。準備運動としてリズム体操を行った

後、認知症予防レクリエーションを実施する予定です。お気軽にご参加ください。 

場 所：むつみ町内会館 

日 時：毎月第4水曜日 午後1時30分～3時 ※9月のみ第5水曜日です 

内 容：6月24日「作って楽しんで脳活性」、7月22日「カルタで脳トレ①」 

    8月26日「カルタで脳トレ②」、9月30日「楽しくお口をきたえよう」 

    10月28日「パーティーをしよう①」11月25日「パーティーをしよう②」 

持ち物：タオル、新聞1日分（1回目のみ）、水分補給のお茶、その他 

対 象：おおむね65歳以上 

申込み：不要 

問合せ：松風荘 ℡.24-0313 ※この事業は田辺市の委託を受け実施しています 

きらきらサロンのおきらきらサロンのおきらきらサロンのおきらきらサロンのお知知知知らせらせらせらせ    

2015 

いなり・むつみ 

ふるさとまつり 

小学校総合学習発表会 

文化作品展、グラウンドゴルフ 

農産物品評会・即売会 

もちまき、抽選会など 

11月14日   

11月15日 

稲成小学校 

教室、体育館、運動場 

第42回町民親善 

ソフトボール大会 

トーナメント戦 8月2日 

田辺スポーツパーク 

多目的グラウンド 

盆踊り 盆踊り、夜店 8月 

稲成小学校運動場 

むつみさくら公園 

第42回町民親善 

ソフトバレーボール大会 

トーナメント戦 2月 稲成小学校体育館 

稲成町敬老会          

むつみ町敬老会 

式典 

余興 

9月13日 

9月12日 

かんぽの宿紀伊田辺 

むつみ会館 

稲成公民館社会見学 日本の歴史文化の発掘 11月下旬 ※詳細は今後掲載します 

ボウリング大会 団体戦、個人戦など 2月頃 パビリオンシティ 

防災学習会及び人権学習会 講演会、質疑応答など 未定 未定 

気軽に集える場所の提供 気軽に立ち寄れる場所を作る 未定 未定 

連続講座 未定 未定 未定 

事業名 内容・形式 実施予定 場所 

※事業計画は変更する場合がございます 


