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 活動日としておりました 5 月 18日(土)は、週間予報で降水確率が 60％となって

おります。当日は午前中から作業、午後からはメイン事業であるバーベキュー

大会を計画しております。雨の作業も大変ですが、やはりバーベキューは晴天

下で開催するものでしょう。よって 5月 26日(日)に変更しますので、よろしく

お願いします。 

 

日 程 平成 25年 5月 26日(日) 

時 間 午後 1 時 20 分～総会 引き続き懇親会 

場 所 州見台ガレージ(州見橋東から徒歩 5分) 

内 容 バーベキュー大会 

会 費 男性 3千円 女性 2千円 

高の原駅(12:34) or木津駅(13:03)からきのつ

バス(木－１ 梅谷行)をご利用ください。 

 

日 程 平成 25年 5月 26日(日) 

時 間 午前 8時 30分市役所東玄関前駐車場 

内 容 ホダギの伏込み 

草刈り 

ジャガイモの土寄せ等々 

 

総会・懇親会へ出席いただきますメンバーは、

準備の都合上 5月 21日(火)正午までに事務局ま

でご連絡いただきますようお願いします。 

 追って、詳細をお知らせします。  

平成 25年度を迎え、新たなメンバーを大募集

します。決して無理をしない、楽しみながらの

活動をモットーに、ボチボチと持続した活動を

目指していますので、ヨロシク 

 

平成 25年度の会費(二千円)を徴収します。総

会時に持参いただくか、会計または事務局まで

届けていただきますようお願いします。 

総会において平成 24年度の会計報告をいたし

ますが、全額補助の京都府地域力再生プロジェ

クト支援事業交付金が、2/3補助になるようです

ので、余剰金は補助裏と運転資金として活用し

ていきます。ご理解願います。  

 

活動予定地 



所属 氏名 所属 氏名 

市長公室  尾﨑 直利 保健福祉部 高齢介護課 石川 朋子 

市長公室  武田 光弘 保健福祉部 健康推進課 石本 興平 

市長公室 人事秘書課 駒谷 茂樹 建設部  中村 裕彦 

市長公室 人事秘書課 岡村 亮太 建設部 建設課 井上 利行 

市長公室 学研企画課 尾﨑 元紀 建設部 都市計画課 滋井 邦明 

市長公室 学研企画課 奥田 真行 建設部 都市計画課 松本 敏也 

市長公室 学研企画課 富井 利昌 建設部 農政課 植山 一男 

市長公室 学研企画課 杉田 麻美 建設部 農政課 子川 貴司 

市長公室 学研企画課 若狭 信樹 上下水道部  原 功 

市長公室 学研企画課 山口 一成 上下水道部  池尻 潔昭 

市長公室 学研企画課 德田 正大 上下水道部 水道工務課 小川 清司 

市長公室 学研企画課 森本 綾 加茂支所  柳澤 良彰 

市長公室 学研企画課 藤本 凌 山城支所 市民福祉課 倉谷 金也 

市長公室 学研企画課 楠見 和也 教育部  福井 平和 

市長公室 学研企画課 茅早 祥一 教育部 教育施設整備室 石井 利樹 

市長公室 学研企画課 坂元 秀樹 議会事務局  森岡 武司 

市長公室 学研企画課 藤田 貴也 市長公室 人事秘書課 中島 雄介 

総務部  今和泉 林 市長公室 人事秘書課 山上 良子 

総務部 総務課 吉岡 淳  

市民の皆様 

加藤 孝男 

総務部 総務課 安田 和弘 大西 知芳 

総務部 総務課 福嶋 陽介 河野 純一 

総務部 総務課 辻 克哉 辻村 秀文 

総務部 総務課 向井 和也 水谷 圭一 

総務部 財政課 堀 守宏 小豆 武男 

総務部 税務課 中川 環 山本 克実 

総務部 税務課 佐々木 智子 笹井 勇佑 

生活環境部  駒野 弘子 塩川 陽子 

生活環境部 まち美化推進室 田中 敬士 大坪 政美 

生活環境部 まち美化推進室 秋元 雅晴 尾﨑 忠教 

生活環境部 まち美化推進室 高橋 和雄 奥谷 勝 

生活環境部 観光商工課 武田 浩文 奈良 由雄 

生活環境部 観光商工課 前川 貴利 宮西 辰也 

生活環境部 観光商工課 西村 和将 加藤 かほる 

保健福祉部 高齢介護課 杉田 米子 炭谷 育夫 
 

 メンバー募集 

キノコもクラブでは常時メンバーを募集しています。年会費は 2千円となっていますが、24年

度は京都府地域力再生プロジェクト支援交付金の交付を受け、様々な資材を購入しました。 

大変な作業も大人数で実施すれば、比較的容易に出来ます。里山からの恵みも享受しながら、持

続可能な活動を目指していきたいと考えています。興味のある方は木津川市役所観光商工課武田ま

でお気楽にご連絡を  

 


