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会報まち１２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

10月開催の３区に続き、２区と４区でも区会及び分別ごみの説明会が開

催されました。２区は11月14日(日)に34名、４区は20日(土)に52名のご出

席をいただき、いずれも18:00からコミュニティセンターで行われました。

説明会では、南部町町民生活課前田課長補佐より冊子の内容説明の後に

多くの質問があり、それに対する回答をいただきました。

なかに「ざつがみ」と

「小雑紙」の取り組みに

ついての質問がありまし

たが、３頁に詳しく記載

していますので、ご確認

ください。多くのご出席

ありがとうございました。

区会及び分別ごみ説明会

昨年に続き今年も新型コロナウイルス感染防止のため、コミュニティセ

ンターでの敬老会は中止し、記念品をお届けしました。196名の敬老会対

象の皆様に、実行委員会が、記念品と一緒に小学生２名が書いた日頃の感

謝とお祝いのメッセージをお届けしました。

皆様のご健康をお祈りするとともに、新型コロナウイルスが収束し、安

心して日常生活や交流ができることを願っています。

今年の敬老会 記念品をお届けしました

いつまでもお元気でいてくださいと
いう気持ちでお届けしました。
にこやかに受け取っていただきま
した。

３年程前から事務局が50年間にたまった写真や

資料等を整理して来ました。

令和３年２月から11月末までに12回の編集委員

による編集会議を行い、印刷業者へ依頼すること

ができました。これからあと２～３回、校正のた

めの会議を行いやっと完成します。

今月末に会報「まち」１月号と一緒に皆様のお

手元にお届けする

ことができそうで

す。

記念誌作成に携

わっていただきま

した皆さんありが

とうござました。

東西町創生50周年記念誌発刊

福祉部員と事務局が分担を決めてお届けしました

担当者の説明を熱心に聞く出席者(２区) 多くの質問がありました(２区)

11月18日11回目の編集委員会

説明する町民生活課前田課長補佐
(中央)

日 曜日 １２月の予定表

1 水

2 木 習字/万寿会GG

3 金 コミセン100体                  ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 ＜道路補修作業＞/銭太鼓

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

7 火

8 水 人権学習推進委員会

9 木 習字/万寿会GG

10 金 コミセン100体

11 土 野菜市9:00～/銭太鼓 　　　　　　　　　　　　　　　　 　＊布類

12 日 町づくり部会/マージャン

13 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

14 火 １区サロン・４区サロン

15 水

16 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

17 金 コミセン100体
              ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

18 土 わくわくショップ・野菜市10:00～/銭太鼓

19 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞＜小型除雪機講習会＞

20 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

21 火 まちの保健室/２区サロン

22 水

23 木 習字/万寿会GG

24 金 ３区サロン/コミセン100体       　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

25 土 銭太鼓/低山会

26 日

27 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

28 火 年末の野菜市9:00～

29 水

30 木 万寿会GG

31 金 コミセン100体

１月の予定
9 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

15 土 簡単帯づくりと着付け【人づくり部】

29 土 物づくり講座【人づくり部】
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１２月の野菜市

11日(土)9:00～

18日(土)10:00～わくわくショップと

同時開催

28日(火)しめ縄も販売

場所：つどい

小銭・マイバッグ

マスク着用

分別ごみに対する意識の高さに驚き

各区で行われている区会及び

分別ごみ説明会にたくさんの出

席者がありました。皆さんの意

識の高さに驚いています。

間違いは誰にでもあります。

必ず番地又は名前

を明記し、収集後

の確認をお願いし

ます。

大谷翔平選手がＭＶＰ受賞

暗いニュースが多い中で世界的

な偉業を成し遂げ、今後更に上を

目指す大谷選手に感謝と拍手。

100歳体操にご参加ください

コロナ禍での密集を避けるため、

コミセンかつどい、どちらか一方

の会場での参加をお願いしていま

したが、今月から両方の会場で参

加することができます。お茶会も

はじめています。コロナ対策は引

き続き徹底してご参加ください。

今季も白鳥飛来

11月14日(日)健康ウォーキング

中に見かけました。(境地区)

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

年末年始の可燃ごみ収集

年内は12月30日(木）が最終
１月は6日（木）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

年末年始の事務所の休み

12月28日(火)～１月４日(火)

＊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。
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西伯小学校主催のリサイクル活動が実施されまし

た。今回から万寿会も一緒に協力していただくこと

になりました。11月21日(日)開始時刻の９時になっ

ても参加者が非常に少なかったため、急遽、放送で

協力を呼びかけたところ、多くの方が来られ、新聞

紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶の荷降ろしを行っ

てくださいまし

た。ご協力い

ただきました

皆さんありが

とうございま

した。

11月７日(日)コミセンとつどいの大掃除後、避難、

消火訓練を実施しました。

防火管理者の小杉会長から、火元確認及び消火役、

通報役、避難誘導役、施設内確認役、避難場所人数

確認役等の役割について説明がありました。

消火訓練では、水消火器を使い消火訓練を行いま

した。

利用団体として参加されていた桑名 強さん(4-2)

から消火器の扱いや消火の方法について詳しく説明

をしていただきました。

火元に近づいて①ホースを構える。②ピンを抜く。

③レバーを握り、素早く火元に噴射する。

東西町に設置してある消火器の消火液噴射時間は

15秒です。

リサイクル

避難・消火訓練

11月14日(日)西町に越して６年目、健康増進委員

となり初めて参加した。18名でコミセンを出発、天

萬地区をめざした。風がここち良くまさに健康ウォー

キング。最初の目的地「龍門寺」に到着。原 和正

さんと佐伯一二美さんに急遽、参加者兼ガイド役を

お願いした。やさしいお顔だちの観世音菩薩がある。

しだれ桜の苗木が多数植樹されていた。次に、古民

家をリノベーションしたおしゃれな空間「てまり」

で一服し、天萬神社に向かった。立派な社殿と静寂

に身が引き締まる思いがする。天萬神社で解散式を

行って各々帰路についた。それにしても皆さん元気。

歴史を学び、地元を知る。学びがある歩き運動は

私を魅了した。中高

生にも参加してほし

かった。これからも

地域の人たちと一緒

に参加しようと思う。

健康増進委員代表

布野浩司

健康ウォーキング

入会・退会のお知らせ（敬称略）

＜入居・入会＞

1区5班 長井 理 西町71セジュール西町102号

4区2班 亀山真也 東町271-4東町アパートB号

＜退去・退会＞

3区5班 青木 實 東町21

1区4班 宇山由美子 西町96

1区1班 髙石佳代子 西町173ファインヴュー201号

11月７日(日)9:00から施設を利用されている団体

や同好会、ボランティアの方々の協力で、コミセン

とつどいの大掃除を行いました。

今年は、コミセンの床のワックスがけと天井に設

置してある換気扇の清掃を業者にお願いしましたの

で、皆さんには、窓や照明、エアコン、下駄箱等を

掃除していただきまし

た。約50分程でとても

きれいになりました。

ありがとうございまし

た。

清掃後全体会議を

行い、事務局から施

設利用の心得や改善点

等についての説明や、

多発するエアコンや換

気扇の消し忘れ等に注

意していただくように

お願いしました。

コミセン・つどい大掃除と利用者・
同好会会議

15秒の間に有効な消火を

コミセンの窓掃除

つどい玄関のガラス掃除

呼びかけに集まってくださいました

最終目的地の天萬神社
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歳末福祉のもちづくり【福祉部・事務局】

日程：１２月１９日(日)

お届け時間：12:00～14:00

年末を心温かく過ごしていた

だきたいという思いで、該当の

皆様にもちをお届けします。

赤い羽根共同募金の助成事業です

小型除雪機安全講習会【事務局】

日時：１２月１９日(日)14:00～15:00

場所：協議会事務所前

ボランティアを募集しています！！。

歩道に規定以上の積雪があった場合に除雪します。

作業終了後には温かいモーニングを提供します。

子ども達の安全な通学のためにご協力を

お願いします。

個人への貸出しもしますので、使用される

方は講習会にご参加ください。

とんどさん・互礼会(新年会)【町づくり部】

日時：１月９日(日)

昨年同様、新年会に変えて互礼会

をとんどさんの会場で行います。

互礼会の後とんどさん行事を開催します。

持ち込み時間：9:00～9:30 時間内にお願いします。

＊鈴等の金物は取り外して持参ください。

＊詳細は、会報「まち」１月号でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

カーブミラー清掃・調整

やわらかい芋もち

11月12日(金)中間監査が行われました。

２名の監事によって、令和３年度の前期の東西町

地域振興協議会事業の進捗状況及び、各会計の執行

状況や口座残高の確認をしていただきました。

中間監査・会計業務

東西町では以前から可燃ごみの減量化を推進する

ためにテッシュペーパーの箱とそれより薄い紙を

「ざつがみ」として紙袋に入れて古紙類の分類にし

ています。

数年前から町はティッシュペーパーの箱とそれよ

り小さい紙を「小雑紙」として透明・半透明の袋に

入れてプラ類の分類としています。

住民の方から、紙袋が手に入らないことや紛らわ

しいという声がありますので、紙の分類を町の「小

雑紙」へ移行することを検討しています。

11月18日(木)つどいで、南部町のデジタル推進課

より光ケーブルに交換する工事の現況と今後の進め

方について説明があり、区長と事務局が出席しまし

た。

幹線工事は既に始まっており、令和４年３月18日

までに終了するようです。

引込工事については、個別に説明に回られ、令和

４年度～５年度

の間に行われる

予定です。

光ケーブル引込工事に関わる説明

ざつがみと小雑紙について

慎重審議いただきました

デジタル推進課から説明がありました

二手に分かれて清掃と調整をしました

生活に密着する
課題に対応し活
躍する町づくり部

香典返し(ご寄付)

４区３班 大下忠江様より香典返しとしてご寄

付をいただきました。ありがとうございました。

幹事の質問に答
える会計のお二人
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ためにテッシュペーパーの箱とそれより薄い紙を

「ざつがみ」として紙袋に入れて古紙類の分類にし

ています。

数年前から町はティッシュペーパーの箱とそれよ

り小さい紙を「小雑紙」として透明・半透明の袋に

入れてプラ類の分類としています。

住民の方から、紙袋が手に入らないことや紛らわ

しいという声がありますので、紙の分類を町の「小

雑紙」へ移行することを検討しています。

11月18日(木)つどいで、南部町のデジタル推進課

より光ケーブルに交換する工事の現況と今後の進め

方について説明があり、区長と事務局が出席しまし

た。

幹線工事は既に始まっており、令和４年３月18日

までに終了するようです。

引込工事については、個別に説明に回られ、令和

４年度～５年度

の間に行われる

予定です。

光ケーブル引込工事に関わる説明

ざつがみと小雑紙について

慎重審議いただきました

デジタル推進課から説明がありました

二手に分かれて清掃と調整をしました

生活に密着する
課題に対応し活
躍する町づくり部

香典返し(ご寄付)

４区３班 大下忠江様より香典返しとしてご寄

付をいただきました。ありがとうございました。

幹事の質問に答
える会計のお二人
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会報まち１２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

10月開催の３区に続き、２区と４区でも区会及び分別ごみの説明会が開

催されました。２区は11月14日(日)に34名、４区は20日(土)に52名のご出

席をいただき、いずれも18:00からコミュニティセンターで行われました。

説明会では、南部町町民生活課前田課長補佐より冊子の内容説明の後に

多くの質問があり、それに対する回答をいただきました。

なかに「ざつがみ」と

「小雑紙」の取り組みに

ついての質問がありまし

たが、３頁に詳しく記載

していますので、ご確認

ください。多くのご出席

ありがとうございました。

区会及び分別ごみ説明会

昨年に続き今年も新型コロナウイルス感染防止のため、コミュニティセ

ンターでの敬老会は中止し、記念品をお届けしました。196名の敬老会対

象の皆様に、実行委員会が、記念品と一緒に小学生２名が書いた日頃の感

謝とお祝いのメッセージをお届けしました。

皆様のご健康をお祈りするとともに、新型コロナウイルスが収束し、安

心して日常生活や交流ができることを願っています。

今年の敬老会 記念品をお届けしました

いつまでもお元気でいてくださいと
いう気持ちでお届けしました。
にこやかに受け取っていただきま
した。

３年程前から事務局が50年間にたまった写真や

資料等を整理して来ました。

令和３年２月から11月末までに12回の編集委員

による編集会議を行い、印刷業者へ依頼すること

ができました。これからあと２～３回、校正のた

めの会議を行いやっと完成します。

今月末に会報「まち」１月号と一緒に皆様のお

手元にお届けする

ことができそうで

す。

記念誌作成に携

わっていただきま

した皆さんありが

とうござました。

東西町創生50周年記念誌発刊

福祉部員と事務局が分担を決めてお届けしました

担当者の説明を熱心に聞く出席者(２区) 多くの質問がありました(２区)

11月18日11回目の編集委員会

説明する町民生活課前田課長補佐
(中央)

日 曜日 １２月の予定表

1 水

2 木 習字/万寿会GG

3 金 コミセン100体                  ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 ＜道路補修作業＞/銭太鼓

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

7 火

8 水 人権学習推進委員会

9 木 習字/万寿会GG

10 金 コミセン100体

11 土 野菜市9:00～/銭太鼓 　　　　　　　　　　　　　　　　 　＊布類

12 日 町づくり部会/マージャン

13 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

14 火 １区サロン・４区サロン

15 水

16 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

17 金 コミセン100体
              ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

18 土 わくわくショップ・野菜市10:00～/銭太鼓

19 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞＜小型除雪機講習会＞

20 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

21 火 まちの保健室/２区サロン

22 水

23 木 習字/万寿会GG

24 金 ３区サロン/コミセン100体       　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

25 土 銭太鼓/低山会

26 日

27 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

28 火 年末の野菜市9:00～

29 水

30 木 万寿会GG

31 金 コミセン100体

１月の予定
9 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

15 土 簡単帯づくりと着付け【人づくり部】

29 土 物づくり講座【人づくり部】
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１２月の野菜市

11日(土)9:00～

18日(土)10:00～わくわくショップと

同時開催

28日(火)しめ縄も販売

場所：つどい

小銭・マイバッグ

マスク着用

分別ごみに対する意識の高さに驚き

各区で行われている区会及び

分別ごみ説明会にたくさんの出

席者がありました。皆さんの意

識の高さに驚いています。

間違いは誰にでもあります。

必ず番地又は名前

を明記し、収集後

の確認をお願いし

ます。

大谷翔平選手がＭＶＰ受賞

暗いニュースが多い中で世界的

な偉業を成し遂げ、今後更に上を

目指す大谷選手に感謝と拍手。

100歳体操にご参加ください

コロナ禍での密集を避けるため、

コミセンかつどい、どちらか一方

の会場での参加をお願いしていま

したが、今月から両方の会場で参

加することができます。お茶会も

はじめています。コロナ対策は引

き続き徹底してご参加ください。

今季も白鳥飛来

11月14日(日)健康ウォーキング

中に見かけました。(境地区)

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

年末年始の可燃ごみ収集

年内は12月30日(木）が最終
１月は6日（木）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

年末年始の事務所の休み

12月28日(火)～１月４日(火)

＊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。


