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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

今年はコロナ禍のために運動会は中止になりましたが、例

年運動会前のこの時期に行っている東西町スポーツ広場の草

取り整備を９月27日(日)に行いました。

朝８時から自主的にお集まりいただいた総勢66名の皆様方

のご協力のお陰で、約40分程で非常にきれいになりました。

ありがとうございました。

草取り整備に続いて、８時50分から、運動会に代わる体力

づくりとして、ラジオ体操会を開催することにしました。

東西町では、一斉清掃時や夏休み中などと、ラジオ体操を

する機会が多いことから、効果のある正しいラジオ体操を知っ

ていただき更に健康づくりが推進できればと、ふれあい健康

づくりポイント制度の対象行事にしました。

指導は、全国ラジオ体操連盟公認指導士 南部町の小林

登さんと定光真理子さん、事務局の黒木美由紀さんでした。

参加者からは、「普段、何気なく行っているラジオ体操で

すが、今回のように正しくすると、汗が出るくらいきつい体

操であることを改めて実感しました。」との感想もありまし

た。日曜日の朝早くから多くの皆さんに参加していただき、本当にありがとうございました。

人づくり部長 中島 誠

10月11日(日)秋の一斉清掃を行いました。今年度は、春の

一斉清掃は個別清掃といたしましたが、この度は、公共部分

(道路際等)の除草や清掃もしっかりできて、町中がすっきり

しました。この日に合わせて、宅地や管理地等も手入れをし

ていただきました。きれいで安全な町づくりにご協力をあり

がとうございました。清掃後には、カーブミラーの整備も行

いました。12月には、会員の要望等に対応するため、小規模

な舗装修繕を計画しています。修繕箇所の近隣の皆さんにも

是非、ご協力をお願いいたします。

町づくり部長 石田泰弘

東西町スポーツ広場草取り整備とラジオ体操会

秋の一斉清掃・出張消火器使用講習会

早朝から多くの方が参加してくださいました

後日の体の痛みは正しい体操の成果です

班員総出の一斉清掃

班を順番に回って消火器使用講習会を行っています。
今回は、3区1班でした。消防署員から説明を受けながら

22名の参加者が水消火器で訓練をしました。

牧田池の草刈について

一斉清掃時に、防火水槽の役割もある

４区の牧田池のフェンス内の草刈を長年

町づくり部員が続けて来ました。足元が

不安定で非常に危険であったため、消防

署に確認したところ、火災時の消火水利

の確保には草が茂っていても支障がない

とのことでした。これを受けて、牧田池

管理代表者に申し入れをしました。

今後は、池の関係者が全体的に草刈管

理をされるということです。

カーブミラーの整備

日 曜日 １１月の予定表
1 日 ＜敬老会＞　1区区会・人権学習会/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

3 火 男のクッキング

4 水

5 木 習字/万寿会GG

6 金 コミセン100体　　　　　　　　　＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

7 土 野菜市8：30～/銭太鼓/ソフトバレー

8 日 ＜コミセン大掃除と利用者・同好会会議＞＜避難・消火訓練＞

9 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

10 火

11 水

12 木 習字/万寿会GG

13 金 コミセン100体

14 土 銭太鼓/ソフトバレー

15 日 ＜健康ウォーキング＞

16 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

17 火 １区サロン(外)

18 水

19 木 ２区サロン(外)/習字/笑いヨガ/万寿会GG

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

21 土 野菜市8:30～・わくわくショップ9:00～/銭太鼓/ソフトバレー

22 日 ＜リサイクル＞

23 月 卓球/万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字/万寿会GG

27 金 ３区サロン/コミセン100体　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

28 土 ３区区会・人権学習会/ソフトバレー/低山会

29 日 町づくり部会/マージャン

30 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

１２月の予定
歳末福祉のもちづくり【福祉部・事務局】

小型除雪機安全講習会【事務局】
20 日
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次亜塩素酸水

コミセンとつどいに次亜塩素酸

水を置いていますので、使用後の

テーブルなどに使ってください。

ペーパータオルと小袋も準備し

ています。ペーパータオルで拭い

た後、ごみ袋がない場合には、小

袋に入れて持ち帰りをお願いしま

す。

西町バス停で水遊び

西町バス停に花壇の水やりのた

めに設置してある雨水タンクの水

で水遊びをしている子どもがいる

ようです。見かけたら注意をして

ください。

除雪隊募集！
言い伝えでは、カマキリが高い

所に巣を作っているから今年は大

雪になるということですが、毎年、

歩道の雪かきをしていただく除雪

隊を募集します。作業後は温かい

モーニングを提供します。

子ども達の安全な

通学のためにもご協

力をお願いします。

イノシシの出没に注意！

木の実が少ないた

め、猪が山から里に

下りて来たとニュース

で見聞きしますが、東西町でも

１区や４区の山側や空き地に出没

してミミズなどを食すために土地

を荒らしています。親子連れの目

撃情報もあります。

役場産業課で対策を検討しても

らっていますが、担当者からは、

「猪はおとなしく気の弱い性格で

音がすればすぐ逃げますが、直面

した場合は突進して来ることもあ

りますので、威嚇や刺激をしない

ように静かに後すざりしてその場

を離れるように」とのことでした。

くれぐれもお気をつけください！。

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
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10月15日(木)敬老会の企画会議に合わせて歳末福

祉のもちづくりの企画も行いました。

コロナ禍のため、コミセンでの敬老会は中止し、

実行委員会でお祝いの記念品をお届けすることにし

ました。

また、今年の歳末福祉のもちづくりは、12月20日

(日)に福祉部と事務局で行うことにしました。

あいみ手間山

地域振興協議会

のエプロンで芋

もちを制作し、

お届けする予定

にしています。

母が「西町の郷」で大変お世話に

なっています。私は、大阪に住ん

でいますが、94歳になる独り暮ら

しの母の支援の為、数年前から大

阪と南部町を毎月行き来しておりま

した。ところがコロナの感染予防のため、今年の３

月から行き来は自粛しています。東西町に住んでみ

ると当協議会は東西町の住民にとっては、とても有

難く素晴らしい、他に例のない事業をされており日

頃から感謝しておりました。

８月頃に前会長の原様から月一日だけだからと送

迎ボランティアのご依頼を受け、お礼の気持でお受

けしました。

今後とも安全安心と敬老の気持ちでお手伝いをさ

せていただきます。 １区４班 宇山 徹

敬老会及び歳末福祉のもちづくり会議

10月15日(木)東西町ｽﾎﾟｰﾂ広場で、万寿会による

東西町グラウンドゴルフ大会が開催されました。

参加者は16名で、今年90歳を迎えられる細田恒夫

さん(4-3)が、ホールインワンを２本出して見事優

勝されました。秋空の下大山を望みながら、コロナ

を吹き飛ばすような元気

いっぱいの大会となりま

した。

皆さんも屋外の競技”

グラウンドゴルフ”で楽

しみながら健康づくりを

しませんか！。

４区３班 小杉達男

「西町の郷」送迎ボランティア紹介
東西町グラウンドゴルフ大会

令和２年度第３回運営委員会を10月25日(日)に開

催しました。令和３年度町政に対する新規要望は22

件ありました。町づくり部と現地を確認し、その結

果を協議し、地区で対応できるもの等を除いた14件

を町に提出することになりました。

過年度分の終了していない要望は継続分として町

へ要望することにしています。

また、コミセン南側駐車場舗装についての稟議を

行いました。

その他では、各区長から区会の開催についてや、

各部長から事業の進捗等の説明がありました。

運営委員会
JICA(青年海外協力隊)がコロナ禍で海外に行くこ

とができないため、特別訓練として南部町で６名が

活動されています。亀山明生代表(2-1)から東西町の

活動を紹介していただきたいと要請があり、原前会

長から説明していただきました。東西町からは隊員

の 方 に 、

Ｓ Ｎ Ｓ で

の 情 報 発

信 の ノ ウ

ハ ウ を 教

え て い た

だきました。

JICAに東西町の活動を紹介 つどいで行われた企画会議

世界で活躍する方々との有意義な時間でした

３区集会所(児童ク

ラブ)横の駐車場東側

にネット柵を設置し

ました。

この場所は３区の

分別ごみ集積場になっ

ています。特にプラ

類等の軽い物が風で

飛ばされて東側の空き地まで飛んで行くことがあり

ましたので、事務局が手作りで設置しました。

プラ類等の軽くて風に飛ばされそうな物はネット

際に置くようにお願いします。

コミセン北側駐車場にネット柵設置

プラ類はこの辺りに置いてください
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敬老会【福祉部・実行委員会】

日程：１１月１日～３日の間に記念品をお届けします

敬老の皆様のご長寿を東西町全体で

お祝いします。今年は、コロナ禍のた

め、実行委員会でお祝いの記念品をお

届けします。

コミセン大掃除と利用者・同好会会議【事務局】

日程：１１月８日(日)

時間9:00～10:30

清掃場所：コミセン・つどい

合同会議：コミセン

避難・消火訓練【事務局】

時間：10:30～11:00

場所：コミセン

皆さんの参加協力をお願いします。

健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

コミセンから赤猪岩神社までウォーキン

グし、ガイドから説明を聞きます。

ふれあい健康づくりポイントの対象です。

日時：１１月１５日（日）コミセン発9:30～12:00

申込み：11月６日(金)まで (少雨決行)

お茶等は各自ご準備ください。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：１１月２２日(日)9：00～回収開始

※9：00までに指定の場所に搬出してください。

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください。

ダンボールもひもでまとめてください。

アルミ缶は水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

積み込み等のご協力もお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

令和３年度東西町放課後児童クラブの入級募集を

します。小学校に就学している児童の保護者が仕事

等により家庭で保育ができない場合、仕事と子育て

の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図

ることを目的としています。放課後及び長期休業日

等、家庭に代わる生活の場を確保する放課後児童ク

ラブの申込みを受付します。

【受付期間】令和２年11月５日(木)～12月11日(金）

【申込み】東西町地域振興協議会に申し込んでくだ

さい。

申込書は東西町児童クラブ及

び協議会事務所にあります。

検診のお知らせ

12月11日(金)にコミセンで南部町集団検診が行わ

れます。今回は、新型コロナウイルス感染症予防の

ため、人数制限があり、完全予約制とさせていただ

きます。予約の受け付けは１週間前までですが、先

着順となっていますのでお早めにお申し込みくださ

い。 健康福祉課 66-5524

子育て応援

子供服(赤ちゃんから小学生まで)、チャルドシー

ト、マタニティー用品、南部町の中学校の制服など

の譲渡会が行われます。ホームページや防災放送で

でお知らせします。

南部町社会福祉協議会 66-2900

東西町放課後児童クラブ新年度募集

ふれあい健康づくりポイント制度も２年目に入り

ました。今年度は、「まちの保健室」に代わり「子

ども見守り」のポイントを新たに追加しました。

朝や夕方の登下校時に子ども達の安全の見守りと

声掛けをされた時にポイントを付与します。１日単

位とし、ポイントカードに月/日を丸で囲んで記入

してください。

ふれあい健康づくりポイント制度
「子ども見守り」ポイント

～町からのお知らせ～

脱会・退会のお知らせ （敬称略）

＜脱会＞

４区２班 高田忠美 福成1051ｰ2

＜退去・退会＞

２区２班 持井雅和 東町4-36ｺｰﾎﾟﾆｭｰﾀｳﾝB

ＳＮＳで東西町についての情報発信を開始

ツイッター・インスタグラム・フェイスブッ

クで東西町の情報発信を開始します。

是非、皆さんから東西町についての写真等を

お寄せください。

P
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にネット柵を設置し

ました。

この場所は３区の

分別ごみ集積場になっ

ています。特にプラ

類等の軽い物が風で

飛ばされて東側の空き地まで飛んで行くことがあり

ましたので、事務局が手作りで設置しました。

プラ類等の軽くて風に飛ばされそうな物はネット

際に置くようにお願いします。

コミセン北側駐車場にネット柵設置

プラ類はこの辺りに置いてください

第１６０号 東西町地域振興協議会 令和２年１１月１日(２０２０)

3

敬老会【福祉部・実行委員会】

日程：１１月１日～３日の間に記念品をお届けします

敬老の皆様のご長寿を東西町全体で

お祝いします。今年は、コロナ禍のた

め、実行委員会でお祝いの記念品をお

届けします。

コミセン大掃除と利用者・同好会会議【事務局】

日程：１１月８日(日)

時間9:00～10:30

清掃場所：コミセン・つどい

合同会議：コミセン

避難・消火訓練【事務局】

時間：10:30～11:00

場所：コミセン

皆さんの参加協力をお願いします。

健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

コミセンから赤猪岩神社までウォーキン

グし、ガイドから説明を聞きます。

ふれあい健康づくりポイントの対象です。

日時：１１月１５日（日）コミセン発9:30～12:00

申込み：11月６日(金)まで (少雨決行)

お茶等は各自ご準備ください。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：１１月２２日(日)9：00～回収開始

※9：00までに指定の場所に搬出してください。

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください。

ダンボールもひもでまとめてください。

アルミ缶は水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

積み込み等のご協力もお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

令和３年度東西町放課後児童クラブの入級募集を

します。小学校に就学している児童の保護者が仕事

等により家庭で保育ができない場合、仕事と子育て

の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図

ることを目的としています。放課後及び長期休業日

等、家庭に代わる生活の場を確保する放課後児童ク

ラブの申込みを受付します。

【受付期間】令和２年11月５日(木)～12月11日(金）

【申込み】東西町地域振興協議会に申し込んでくだ

さい。

申込書は東西町児童クラブ及

び協議会事務所にあります。

検診のお知らせ

12月11日(金)にコミセンで南部町集団検診が行わ

れます。今回は、新型コロナウイルス感染症予防の

ため、人数制限があり、完全予約制とさせていただ

きます。予約の受け付けは１週間前までですが、先

着順となっていますのでお早めにお申し込みくださ

い。 健康福祉課 66-5524

子育て応援

子供服(赤ちゃんから小学生まで)、チャルドシー

ト、マタニティー用品、南部町の中学校の制服など

の譲渡会が行われます。ホームページや防災放送で

でお知らせします。

南部町社会福祉協議会 66-2900

東西町放課後児童クラブ新年度募集

ふれあい健康づくりポイント制度も２年目に入り

ました。今年度は、「まちの保健室」に代わり「子

ども見守り」のポイントを新たに追加しました。

朝や夕方の登下校時に子ども達の安全の見守りと

声掛けをされた時にポイントを付与します。１日単

位とし、ポイントカードに月/日を丸で囲んで記入

してください。

ふれあい健康づくりポイント制度
「子ども見守り」ポイント

～町からのお知らせ～

脱会・退会のお知らせ （敬称略）

＜脱会＞

４区２班 高田忠美 福成1051ｰ2

＜退去・退会＞

２区２班 持井雅和 東町4-36ｺｰﾎﾟﾆｭｰﾀｳﾝB

ＳＮＳで東西町についての情報発信を開始

ツイッター・インスタグラム・フェイスブッ

クで東西町の情報発信を開始します。

是非、皆さんから東西町についての写真等を

お寄せください。

P
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会報まち１１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

今年はコロナ禍のために運動会は中止になりましたが、例

年運動会前のこの時期に行っている東西町スポーツ広場の草

取り整備を９月27日(日)に行いました。

朝８時から自主的にお集まりいただいた総勢66名の皆様方

のご協力のお陰で、約40分程で非常にきれいになりました。

ありがとうございました。

草取り整備に続いて、８時50分から、運動会に代わる体力

づくりとして、ラジオ体操会を開催することにしました。

東西町では、一斉清掃時や夏休み中などと、ラジオ体操を

する機会が多いことから、効果のある正しいラジオ体操を知っ

ていただき更に健康づくりが推進できればと、ふれあい健康

づくりポイント制度の対象行事にしました。

指導は、全国ラジオ体操連盟公認指導士 南部町の小林

登さんと定光真理子さん、事務局の黒木美由紀さんでした。

参加者からは、「普段、何気なく行っているラジオ体操で

すが、今回のように正しくすると、汗が出るくらいきつい体

操であることを改めて実感しました。」との感想もありまし

た。日曜日の朝早くから多くの皆さんに参加していただき、本当にありがとうございました。

人づくり部長 中島 誠

10月11日(日)秋の一斉清掃を行いました。今年度は、春の

一斉清掃は個別清掃といたしましたが、この度は、公共部分

(道路際等)の除草や清掃もしっかりできて、町中がすっきり

しました。この日に合わせて、宅地や管理地等も手入れをし

ていただきました。きれいで安全な町づくりにご協力をあり

がとうございました。清掃後には、カーブミラーの整備も行

いました。12月には、会員の要望等に対応するため、小規模

な舗装修繕を計画しています。修繕箇所の近隣の皆さんにも

是非、ご協力をお願いいたします。

町づくり部長 石田泰弘

東西町スポーツ広場草取り整備とラジオ体操会

秋の一斉清掃・出張消火器使用講習会

早朝から多くの方が参加してくださいました

後日の体の痛みは正しい体操の成果です

班員総出の一斉清掃

班を順番に回って消火器使用講習会を行っています。
今回は、3区1班でした。消防署員から説明を受けながら

22名の参加者が水消火器で訓練をしました。

牧田池の草刈について

一斉清掃時に、防火水槽の役割もある

４区の牧田池のフェンス内の草刈を長年

町づくり部員が続けて来ました。足元が

不安定で非常に危険であったため、消防

署に確認したところ、火災時の消火水利

の確保には草が茂っていても支障がない

とのことでした。これを受けて、牧田池

管理代表者に申し入れをしました。

今後は、池の関係者が全体的に草刈管

理をされるということです。

カーブミラーの整備

日 曜日 １１月の予定表
1 日 ＜敬老会＞　1区区会・人権学習会/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

3 火 男のクッキング

4 水

5 木 習字/万寿会GG

6 金 コミセン100体　　　　　　　　　＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

7 土 野菜市8：30～/銭太鼓/ソフトバレー

8 日 ＜コミセン大掃除と利用者・同好会会議＞＜避難・消火訓練＞

9 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

10 火

11 水

12 木 習字/万寿会GG

13 金 コミセン100体

14 土 銭太鼓/ソフトバレー

15 日 ＜健康ウォーキング＞

16 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

17 火 １区サロン(外)

18 水

19 木 ２区サロン(外)/習字/笑いヨガ/万寿会GG

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

21 土 野菜市8:30～・わくわくショップ9:00～/銭太鼓/ソフトバレー

22 日 ＜リサイクル＞

23 月 卓球/万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字/万寿会GG

27 金 ３区サロン/コミセン100体　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

28 土 ３区区会・人権学習会/ソフトバレー/低山会

29 日 町づくり部会/マージャン

30 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

１２月の予定
歳末福祉のもちづくり【福祉部・事務局】

小型除雪機安全講習会【事務局】
20 日
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次亜塩素酸水

コミセンとつどいに次亜塩素酸

水を置いていますので、使用後の

テーブルなどに使ってください。

ペーパータオルと小袋も準備し

ています。ペーパータオルで拭い

た後、ごみ袋がない場合には、小

袋に入れて持ち帰りをお願いしま

す。

西町バス停で水遊び

西町バス停に花壇の水やりのた

めに設置してある雨水タンクの水

で水遊びをしている子どもがいる

ようです。見かけたら注意をして

ください。

除雪隊募集！
言い伝えでは、カマキリが高い

所に巣を作っているから今年は大

雪になるということですが、毎年、

歩道の雪かきをしていただく除雪

隊を募集します。作業後は温かい

モーニングを提供します。

子ども達の安全な

通学のためにもご協

力をお願いします。

イノシシの出没に注意！

木の実が少ないた

め、猪が山から里に

下りて来たとニュース

で見聞きしますが、東西町でも

１区や４区の山側や空き地に出没

してミミズなどを食すために土地

を荒らしています。親子連れの目

撃情報もあります。

役場産業課で対策を検討しても

らっていますが、担当者からは、

「猪はおとなしく気の弱い性格で

音がすればすぐ逃げますが、直面

した場合は突進して来ることもあ

りますので、威嚇や刺激をしない

ように静かに後すざりしてその場

を離れるように」とのことでした。

くれぐれもお気をつけください！。

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


