平成二十七年度城東まちづくり協議会総会
去る五月九日 土( 午)後六時から、城東屋敷大広間に於いて平成二十
七年度城東まちづくり協議会総会を実施しました。
総会は、本多会長の挨拶に始まり、津山市歴史町作り推進室の二宮
室長の祝辞を頂きました。その後、規約八条により、本多会長が議長
に選出され、議事が始まりました。
議事は、一号議案として、平成二十六年度事業報告
平成二十六年度収支決算報告・監事報告が上程され、
満場一致で承認されました。
二号議案は、平成二十七年度事業計画（案）、平成
二十七年度事業予算（案）が上程され、これも満場一
致で承認されました。
続いて、町作り協議会の主要事業の一つである「じ
ば子のお家」の運営について、早川地域福祉事業部長
から、平成二十六年度の事業報告並びに収支決算報告
平成二十七年度の事業計画（案）及び事業予算（案）
が報告され、満場の拍手多数で承認されました。
次に、三号議案の「規約改正」と四号議案の「理事
改選」ですが、規約については特に改正意見もなく、
また、理事についても今年度は任期期間中のため、全
員が留任ということで、無事、閉会致しました。
最後に、第二部ということで、この城東地区にかかわって様々な支
援 協･力をして下さっている、美作大学の堀川ゼミの皆さんから、先
般実施した「じば子のお家に関するアンケート」の集計結果が報告さ
れ、じば子のお家の現況、並びに問題点等が明らかに
なりました。
と言うわけで、総会を終了致しましたが、城東まち
づくり協議会は今後もその歩みを止めることなく、こ
の城東地区の発展のため、微力を尽くして参ります。
城東地区の皆様には、今後とも、「城東まちづくり協
議会」の活動に御理解を賜り、引き続き御支援 御･協
力の程、よろしく御願い申し上げます。
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まちづくり協議会メンバー
第三号店オープン！
このまちづくり通信第十
五号でもお知らせしました
が、このほど、まちづくり
協議会メンバーの廣戸さん
が勝間田町の福寿湯後に「
ザ５９ストリート」という
お店をオープンしました。
このお店は、オリジナルプリントの
Ｔシャツ販売と、コーヒーなどの飲み
物、ハンバーガーを中心とした軽食を
提供しています。まちづ
くり協議会関係としては
中之町の「紬」につづく
第三番目のお店開業と言
うことで大変喜ばしいこ
とだと思います。
以前、銭湯だった古民
家を全面リニューアルし、古さの中に
もモダンな感覚を取り入れた、現代的
な雰囲気のお店に仕上がっています。
カウンター席と奥にはテーブル席が
あり、御家族や友人との語らいの場所
として重宝する場所にな
りそうです。
城東地区に又一つ、若
者達の集いが似合う、格
好の場所が出来ました。
是非多くの方々のご利用
を御願い致します。

出店、 続々！！
一面でもご紹介しましたが、ここのところ、この
城東地区に相次いで様々なお店が出店及び出店を計
画されています。
東新町では、老舗の寝具店「もみや」さんの住居
の一階に「ひなた」というお店が出店しました。
このお店は、写真のような着物の布
を利用した手芸品、昔懐かしい陶磁器
などを販売するお店です。
東新町に行かれること
がありましたら、是非、
お立寄りください。
以前、倉庫だった住居
の一階をリニューアルし、
格子戸も粋な素晴らしい空間に仕上が
っています。
他にも、西新町では以前の飛脚寿司さんが、うど
ん そ
･ば処として生まれ変わり、そのお向かいの、「
結」という建築事務所だった古民家が、店舗兼設計
事務所として開業すべく、現在、工事中です。
勝間田町の苅田酒造跡も、今年度から整備計画が
始動される予定になっており、隣の林田町では「月
下老」という料亭もオープンしています。
橋本町と林田町の境の曲がり角にも、以前、新聞
の販売所だった三階建ての建物が、リニューアルさ
れ、聞くところによると若い方が画廊をオープンす
る予定だとか。
このように、一昨年の「津山城東地区重要伝統的
建造物群保存地区」指定以降、様々な動きが出てき
ました。今後の動向に、是非、ご注目ください。
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城東 地区 の自 然
城東 地区 にお 住ま いの 皆さ んに とっ て「 丹後 山
」は 、ど のよ うな 存在 でし ょう か。 子 供の 頃は 、
吉井 川と とも に良 き遊 び場 で あり 、城 東地 区全 体
が、 終戦 後の まだ ま だ貧 しか った 時代 、山 菜や 木
の実 、竹 の 子や キノ コな どを 提供 して くれ る食 糧
源 でも あり まし た。 また 、桜 の木 が多 く、 時期 に
は 花見 を楽 しむ こと もで き、 我々 にと って と ても
身 近な 里山 です 。
最 近は 、畑 を作 って おら れ る人 達も 大分 少な く
な り、 放置 竹藪 が はび こっ て来 て、 やや 残念 な状
況 です が 、そ れで も季 節に は色 んな 花々 が咲 き、
鶯が 鳴き 、雉 や狸 など の動 物も 見ら れま す。
大隅 神社 の森 では 、何 時の 頃か らか カッ コ ウが
住み 着い てい るよ うで 、独 特の 鳴 き声 が聞 かれ る
よう にな りま した 。
下の 写真 は、 今 を
盛り と 咲い てい る「
ス イカ ヅラ 」で すが
と ても いい 香り を放
ち 散歩 の時 など 、い
い 気分 にさ せて くれ
ま す。 花び ら を摘 んで 乾燥 させ 、焼 酎に 漬け ると
香 り が焼 酎に 移り 、「 スイ カヅ ラ酒 」と して 楽し
むこ とも 出来 ます 。
この よう に我 々に とっ ての 里山 「丹 後 山」 を是
非、 大切 にし て、 吉井 川と と もに 次の 世代 へと 引
き継 いで いき たい も ので す。
皆さ ん、 機 会が あり まし たら 丹後 山へ 足を 運び
こ の身 近な 自然 を楽 しみ まし ょう 。

大隅神社清掃奉仕

① 老人会
六月十五日（月）
七月十五日（水）
② 青壮年有志
七月 五日（日）
ぼつぼつ梅雨に入り
お 天 気 が 心配 で す が 、
多くの皆さんの参加を
希望します。

まちづくり協議会
理事会の予定

① 七 月 六日 月( )
② 八 月 三 日 月( )
午後 七時 から 、城
東 屋敷 にお いて 実施
予定

編集後記

ここ数日、とても五 六
･
月とは思えないような暑
い日が続いていますが、
城東地区の皆様には如何
お過ごしでしょうか。
まちづくり通信第十六号
をお届けします。
最近の城東地区の様子
などを掲載しております
ので、どうぞお出かけの
際や外食時などのご参考
にして下さい。

