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令和初刊５月号
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

４月14日(日)コミュニティセンターにおいて平成31年度第12回東西町地域振興協議会通常総会が開催さ

れました。出席者108名、委任状提出173名の合計281名で総会の成立が報告されました。原会長の挨拶に続

き、総会の議長に土江一史さん(3ｰ3)、書記に為国岳彦さん(2ｰ3)が選出され、提案された議案の審議に入

りました。

提案されたのは、30年度の事業報告、決算報告及び会計監査報告、31年度事業計画(案)、予算(案)に続

いて、新年度役員の選任及び解任についてでした。

意見・質問とその回答は下記のとおりです(要旨)

①指定管理事業会計で、人件費の予算で余ったのを交付金会計に繰り入れるのはおかしいのでは？

⇒自主財源事業として始まったものなので、何ら問題は無い。

②一般会計の西町の郷支え愛基金は、コミュニティホーム事業の収入に組み込むべきものでは？

⇒この基金は視察謝礼や寄付金(目に見える形の物に使って欲しいとの要望)からなっているもので、

運営に使うものでは無い。寄付者の要望に沿う形で、県や日本財団に要望しても叶わなかった送迎車

(中古)の購入費に充当した。今後もそのように使いたいと思っている。

③コミュニティホームと西町の郷の表現がある。統一してもらえないか？ ⇒その方向で検討したい。

④西町の郷への町からの補助金が無くなったらどうするのか？

⇒西町の郷の活動やその有用性は、町は元より県内外からも高く評価され認められている。町としても

全振興区に作りたいとも聞いている。今後も継続して補助をいただけるものと考えている。

全ての提案議案は拍手多数で可決されました。

任期満了となった会長と副会長には、

原 和正さん(4ｰ2)、小杉達男さん(4ｰ3)

が選任されました。新年度役員の代表と

して、新副会長の小杉さんが挨拶され、

続いて１年間お世話になりました班長に

記念品が贈られ閉会しました。

第12回東西町地域振興協議会通常総会

東西町の皆さま、４区３班

の小杉達男と申します。

平成31年４月15日から東西

町地域振興協議会の副会長を

引き受けることになりました。

東西町も高齢化が進んでい

ますが、「歳を重ねても楽し

く仲良く暮らすことのできる地域づくり」に、少し

でも役立ちたいと考えています。

どうかよろしくお願いします。

副会長就任のあいさつ

議長は土江一史さん

議案書を手に説明を真剣に聞く出席者

小杉達男(4-3)

東西町地域振興協議会が発足してから、この７月

で丸12年目を迎えようとしています。

皆様のご協力のお陰でこの12年間には米子警察署、

県公安委員会、県知事、消防庁長官、総務大臣から

表彰していただきました。華やかではありませんが

日常の地道な取組みが評価されたものです。改めて

感謝申し上げます。

令和の新時代が始まりました。活動スローガン

「地域の皆さんが安全・安心・健康でゆるやかにつ

ながる町 東西町」のもと、２０年、３０年先を見

据えた第３期地域づくり計画書を作成し、この地域

に「住んで良かった、住み続けたい」が実感できる

町にしていきたいと思います。

令和の時代に向けて
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今月から野菜市再開

日南町野菜と地物野菜を即売します。

５月11日(土)8:00頃～

場所：つどい前

５月26日(日)10:00～13:30

場所：コミセン

さつき祭

で行います。

ごみの分別について

缶の日に、コーヒー

缶等にフタが付い

たまま出ているよう

です。

缶のフタは全て不燃ごみとし

て出してください。また、缶は

中を水洗いしてください。よろ

しくお願いします。

草刈り機の整備と器具庫片付け

草刈機を借りに来られるように

なりましたので、４月22日に小杉

副会長と長谷川(勝)町づくり副部

長に協力していただいて草刈り機

の整備を行いました。

また、器具庫の片付けも行いま

した。

地区内の美化と環境保全のため

に草刈り機を貸出しますので、ご

使用ください。申込みは事務局へ

わくわくショップ刃物研ぎ

６月15日(土) 受付：8:00～

ご利用ください。

草刈り機の整備と器具庫内の片付けを行い
ました。

協議会業務について
５月７日(火)から業務を行います。
＊緊急時には事務所及びコミセン玄関に
貼り出してある連絡先にお願いします。

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります

可燃ごみ
通常通り収集されます。

番地又は記名をお願いします。
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４月10日(水)地区内２箇所の

バス停で新１年生に反射材の貼

り付けを行いました。

３月末で散会された遊友くら

ぶ(代表 松永綾子さん)から無

事帰ることを願ったカエルの手

作りマスコットが贈られました。

初登校は雨になりましたが、

元気いっぱいの新１年生でした。

上級生（お兄さん、お姉さ

ん）がしっかりお世話をして

くれていて嬉しく思いました。

福祉部 守屋啓子(4-5)

ランドセルに反射材の貼り付け

４月21日(日)いちご狩りとミステリーツアーに22

名が参加しました。

昨年に続き２回目の参加。とても楽しみにしてい

ました。昨年は雨でしたので、涼しく長靴での参加

でしたが、今年は天気が良く、ハウスの中はとても

暑く、赤く実ったいちごが輝いていました。

採り方を教わった後、スタート。一斉に大きない

ちごを口の中へ(もぐもぐ・・)とっても甘く美味し

くお腹一杯！幸せいっぱいでした。

その後は、ないしょであったミステリーツアーの

場所へ。バスで米子方面へ着いた場所は粟島神社で

した。ガイドさんの説明を聞きながら同穴へ、古代

から神の宿る山(神奈備山)として信仰があったそう

です。次、正面の187段の急な石段を登り社殿へ。

けっこう大変な石段でしたが、みはらしが良く風

景が美しかったです。充実

した半日でした。来年も楽

しみです。いちご狩り。

人づくり部 石倉佳子(2-3)

いちご狩りとミステリーツアー

４月15日(月)前日に総会を終えたばかりですが、

コミセンで新年度区長・班長会議を開催し、区長や

班長業務についての説明会を行いました。

文書配付や集金、入退会、区会や班会の開催、そ

の他についてたくさんの内容を短時間で説明しまし

た。

分からないこと等ありましたら、いつでも事務局

にご相談ください。

大変お世話になりますが、誰でもできるように、

区長・班長のみなさんや他の委員の方々へも温かい

気持ちとご協力をお願いします。

新年度区長・班長会議

昨年度より引き続き東西町を担当させていただい

ております、健康福祉課 保健師の加藤香織です。

ご自身やご家族のからだやこころの健康、健診結

果、介護や育児についてなどお気軽に相談ください。

ご家庭にうかがったり、電話でお話を聞かせてい

ただきます！

(健康管理センターすこやか 電話６６－５５２４)

毎月第４火曜に開催している「まちの保健室」で

もお待ちしています。

＜集団健診のお知らせ＞

日時：６月10日(月） 受付：8:30～10:00

場所：東西町コミュニティセンター

健診種類：健康診査（基本・特定・高齢者健診）、

がん検診（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮・肝炎

ウイルス）

＜結果説明会＞

日時：７月23日(火)

受付：9:30～10:00（まちの保健室にて）

場所：つどい

※５月下旬に健診の受診票を健康増進委員が配布

されます。集団健診は一度に全ての健診、がん

検診を受けられますので、ぜひ積極的に活用し

てください！

東西町地区担当保健師紹介

マスコット制作(遊友くらぶ)

反射財とマスコット

業務内容を区長・班長に説明しました

もぎたてのいちごは格別

粟島神社
鳥居の先

に娘さんが

800歳で亡

くなるまで

住んでいた

という同穴

があります
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さつき祭【人づくり部・実行委員会】

日時：５月２６日(日)10:00～13:30

場所：コミセン

内容：

■作品展示：

・みなさんの個人の作品を募集します。

・同好会や教室の作品を展示します。

同好会・教室の皆さんは前日の15:00から

搬入と展示をお願いします。

■屋台テント村(各種団体や同好会による屋台村)

■無料送迎のさつき号を運行します。

＊詳細は全戸配付しますチラシをご覧ください。

春の一斉清掃【町づくり部】

日時：６月２日(日)8:00～

清掃場所：東西町内の公共スペース及び宅地周りの

除草や清掃をお願いします。

★草：お渡しする袋に入れて9:00頃までに可燃ごみ

集積場においてください。

★泥：本部(協議会事務所)に回収を要請してくださ

い。

宅地、管理地、所有地等のはみだし樹木の剪定や

草取りも定期的にお願いします。(処分は各自でお願

いします)

＊詳細は後日回覧でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

４月19日(金)新年度第１回目の運営委員会を開催

しました。

区長４名と副会長と福祉部長が新任となり新たな

運営委員会委員での初めての会議となりました。

協議内容は ①今年度の実行委員会の進め方

②防犯対策修繕工事追加に伴う、放課後児童クラブ

会計予算の変更 ③集会所の防犯対策修繕工事追加

の発注稟議。報告事項として、町政要望に対する回

答の説明と町づくり部、人づくり部、福祉部から行

事予定や取り組みについて。

区長から町文書の配

布方法についての要望

等もありました。

又、この会議に合わ

せ、町の防災担当者か

ら６月30日(日)に予定

されている町の防災訓

練についての説明があ

りました。

第１回運営委員会

新区長・新部長の紹介 (敬称略)

１区長 谷畑拓馬 ３区長 日下裕友２区長 内田博之

福祉部長 野口昭男

町の担当者から防災訓練の説明を
聞きました。

お世話になります。

どうぞよろしくお願

いします。

４区長 坂田悦雄

南部町の７振興協議会連絡会の当番年であったた

め、毎年開催している協議会と行政との懇談会を

４月24日(水)にコミセンで行いました。全振興協議

会事務局と陶山町長はじめ松田副町長や西伯病院高

田院長、各課長のみなさん、総勢45名の出席があり、

心を一つにして町づくりを目指す決意をしました。
最初に挨拶する原会長

協議会と行政との懇談会

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

１区６班 小田原京子 西町1-2

３区１班 池田 勉 東町87

３区３班 梶野 恭子 東町236

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

１区３班 西田 健 西町112

１区５班 吉田 悠起 西町14

２区２班 持井 雅和 東町4-36ｺｰﾎﾟﾆｭｰﾀｳﾝB

４区４班 地尾 潤子 東町325
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会計予算の変更 ③集会所の防犯対策修繕工事追加

の発注稟議。報告事項として、町政要望に対する回

答の説明と町づくり部、人づくり部、福祉部から行

事予定や取り組みについて。

区長から町文書の配

布方法についての要望

等もありました。

又、この会議に合わ

せ、町の防災担当者か

ら６月30日(日)に予定

されている町の防災訓

練についての説明があ

りました。

第１回運営委員会

新区長・新部長の紹介 (敬称略)

１区長 谷畑拓馬 ３区長 日下裕友２区長 内田博之

福祉部長 野口昭男

町の担当者から防災訓練の説明を
聞きました。

お世話になります。

どうぞよろしくお願

いします。

４区長 坂田悦雄

南部町の７振興協議会連絡会の当番年であったた

め、毎年開催している協議会と行政との懇談会を

４月24日(水)にコミセンで行いました。全振興協議

会事務局と陶山町長はじめ松田副町長や西伯病院高

田院長、各課長のみなさん、総勢45名の出席があり、

心を一つにして町づくりを目指す決意をしました。
最初に挨拶する原会長

協議会と行政との懇談会

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

１区６班 小田原京子 西町1-2

３区１班 池田 勉 東町87

３区３班 梶野 恭子 東町236

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

１区３班 西田 健 西町112

１区５班 吉田 悠起 西町14

２区２班 持井 雅和 東町4-36ｺｰﾎﾟﾆｭｰﾀｳﾝB

４区４班 地尾 潤子 東町325
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４月14日(日)コミュニティセンターにおいて平成31年度第12回東西町地域振興協議会通常総会が開催さ

れました。出席者108名、委任状提出173名の合計281名で総会の成立が報告されました。原会長の挨拶に続

き、総会の議長に土江一史さん(3ｰ3)、書記に為国岳彦さん(2ｰ3)が選出され、提案された議案の審議に入

りました。

提案されたのは、30年度の事業報告、決算報告及び会計監査報告、31年度事業計画(案)、予算(案)に続

いて、新年度役員の選任及び解任についてでした。

意見・質問とその回答は下記のとおりです(要旨)

①指定管理事業会計で、人件費の予算で余ったのを交付金会計に繰り入れるのはおかしいのでは？

⇒自主財源事業として始まったものなので、何ら問題は無い。

②一般会計の西町の郷支え愛基金は、コミュニティホーム事業の収入に組み込むべきものでは？

⇒この基金は視察謝礼や寄付金(目に見える形の物に使って欲しいとの要望)からなっているもので、

運営に使うものでは無い。寄付者の要望に沿う形で、県や日本財団に要望しても叶わなかった送迎車

(中古)の購入費に充当した。今後もそのように使いたいと思っている。

③コミュニティホームと西町の郷の表現がある。統一してもらえないか？ ⇒その方向で検討したい。

④西町の郷への町からの補助金が無くなったらどうするのか？

⇒西町の郷の活動やその有用性は、町は元より県内外からも高く評価され認められている。町としても

全振興区に作りたいとも聞いている。今後も継続して補助をいただけるものと考えている。

全ての提案議案は拍手多数で可決されました。

任期満了となった会長と副会長には、

原 和正さん(4ｰ2)、小杉達男さん(4ｰ3)

が選任されました。新年度役員の代表と

して、新副会長の小杉さんが挨拶され、

続いて１年間お世話になりました班長に

記念品が贈られ閉会しました。

第12回東西町地域振興協議会通常総会

東西町の皆さま、４区３班

の小杉達男と申します。

平成31年４月15日から東西

町地域振興協議会の副会長を

引き受けることになりました。

東西町も高齢化が進んでい

ますが、「歳を重ねても楽し

く仲良く暮らすことのできる地域づくり」に、少し

でも役立ちたいと考えています。

どうかよろしくお願いします。

副会長就任のあいさつ

議長は土江一史さん

議案書を手に説明を真剣に聞く出席者

小杉達男(4-3)

東西町地域振興協議会が発足してから、この７月

で丸12年目を迎えようとしています。

皆様のご協力のお陰でこの12年間には米子警察署、

県公安委員会、県知事、消防庁長官、総務大臣から

表彰していただきました。華やかではありませんが

日常の地道な取組みが評価されたものです。改めて

感謝申し上げます。

令和の新時代が始まりました。活動スローガン

「地域の皆さんが安全・安心・健康でゆるやかにつ

ながる町 東西町」のもと、２０年、３０年先を見

据えた第３期地域づくり計画書を作成し、この地域

に「住んで良かった、住み続けたい」が実感できる

町にしていきたいと思います。

令和の時代に向けて
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今月から野菜市再開

日南町野菜と地物野菜を即売します。

５月11日(土)8:00頃～

場所：つどい前

５月26日(日)10:00～13:30

場所：コミセン

さつき祭

で行います。

ごみの分別について

缶の日に、コーヒー

缶等にフタが付い

たまま出ているよう

です。

缶のフタは全て不燃ごみとし

て出してください。また、缶は

中を水洗いしてください。よろ

しくお願いします。

草刈り機の整備と器具庫片付け

草刈機を借りに来られるように

なりましたので、４月22日に小杉

副会長と長谷川(勝)町づくり副部

長に協力していただいて草刈り機

の整備を行いました。

また、器具庫の片付けも行いま

した。

地区内の美化と環境保全のため

に草刈り機を貸出しますので、ご

使用ください。申込みは事務局へ

わくわくショップ刃物研ぎ

６月15日(土) 受付：8:00～

ご利用ください。

草刈り機の整備と器具庫内の片付けを行い
ました。

協議会業務について
５月７日(火)から業務を行います。
＊緊急時には事務所及びコミセン玄関に
貼り出してある連絡先にお願いします。

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります

可燃ごみ
通常通り収集されます。

番地又は記名をお願いします。


