
第１７８号 東西町地域振興協議会 令和４年５月１日（２０２２）

1

令和４年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17日(日)コミュニティセンターで令和

４年度「代理人による総会」を開催しました。

この２年間は書面総会が続いていましたので、

今回は、短時間・少人数での総会とするため

「代理人による総会」とし、新年度予定の理

事・班長の方々にご出席をお願いしました。

旧班長の皆さんには委任状のとりまとめ等

にご足労をおかけいたしましたが、会員の81

％の方々が総会へご協力をいただきましたこと

に感謝申し上げます。また、ご出席出来なかった会員の皆様からのご意見

欄にも暖かい言葉が多くありとても嬉しく感じています。

【代理人による総会の成立要件】会員数３９１ 過半数１９６

出席者４９(代理人他３４・執行部１５)、委任状２７０ 計３１９で

総会の成立が報告されました。

【議案の議決結果】

小杉会長の挨拶に続き、議長に杉谷元宏さん(1-1)が選任され、書記に原田和美さん(1-1)が任命され、

提案された議案の審議に入りました。

提案されたのは、令和３年度事業報告・会計決算報告、令和４年度事業計画(案)・会計予算(案)に続き、

会長・副会長選任、新年度役員の選任及び解任でした。

【総会内のご意見とそれに対する回答】

①令和４年度コロナ禍においての予算編成の基本的な考え方を教えてほしい。

⇒コロナ状況が見通せない状況ですが、できる形で開催する方向です。

②一斉清掃を非会員の方にもお知らせしてほしい。⇒以前から非会員・特別会員の方へは文書でお知らせ

しています。消火訓練も一緒にされている班もあります。

③移動困難者に対する移動手段についての調査研究の具体的な内容とは？⇒町と協議に入ったところです。

全ての議案について、賛成多数で可決承認されました。任期満了となった会長には小杉達男さん(4-3)が

再任され、副会長は奈須富雄さん(4-5)が新任されました。役員代表として奈須副会長が挨拶されました。

旧班長の皆さんにはお礼として、まるごうの商品券を区長からお届けしました。

この度、東西町地域振興協議会

初めての「代理人による総会」に

おいて会長として承認されました

小杉です。

少子高齢化と、止まることを知ら

ないコロナ禍の中ではありますが、「地域の皆さん

が元気で安心して暮らせる東西町」をめざして、皆

さまと共に頑張って行きたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 小杉達男(４区３班)

令和４年度 第15回 東西町地域振興協議会「代理人による総会」を開催

会長あいさつ

代理人として新年度理事・班長の皆さんにご出席いただきました。

議長の杉谷さんと書記の原田さん

この度、東西町地域振興協議会

の副会長をお引き受けすることに

なりました４区５班の奈須富雄で

す。

小杉会長をサポートし、安全で

安心な東西町になるよう務めてまいりたいと思いま

す。

どうぞよろしくお願いいたします。

奈須富雄(４区５班)

副会長あいさつ

奈須富雄小杉達男

日 曜日 ５月の予定表
1 日 万寿会ゴミ拾い

2 月 卓球/万寿会GG

3 火 ２区サロン(外)

4 水

5 木 万寿会GG

6 金 ＊ビン・缶類・軟プラ類・小雑紙

7 土

8 日 万寿会総会/写真

9 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

10 火 ４区サロン

11 水

12 木 習字/万寿会GG

13 金 福祉部会

14 土

15 日 ＜スマホ教室開催＞　町づくり部会

16 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

17 火 １区サロン

18 水

19 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

20 金 ＊再ビン・ペットＢ・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類・小雑紙

21 土 わくわくショップ10:00～

22 日

23 月 銭太鼓/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 ＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

28 土 低山会

29 日 ＜さつき祭・野菜市＞

30 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

31 火

６月の予定
5 日 春の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練【町づくり部・事務局】

19 日 防災訓練【事務局】

26 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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今月から野菜市再開さつき祭で開催

地物新鮮野菜を即売します

日時：５月29日(土)

9:00～

場所：コミセン

火災発生を防ぎましょう

梅雨に入ってもタコ

足配線やコンセント

に溜まったホコリから出火

することもあります。テレビ台

等の裏のコンセントの掃除もお

願いします。

コンセントからコードを抜く

時はプラグを持って抜くように

しましょう。

空き地の草刈り作業が始まります

地区内の空き地の草刈りを地域

の方に有償ボランティアでお願い

しています。作業していただく方

が減ってきたので昨年から地区外

の若い方にもお願いしています。

東西町がお願いしている空き地

の草刈りでの草の始末は、作業費

が低額ですので含んでいません。

ご理解ください。

町文書をスマホで見ることができます

４月27日から町文書がLINE(ライ

ン)配信されています。

お配りしている「区長文書のペー

パーレス化実証について」のQRコー

ドを読み取って登録して体験して

ください。

班会議費の使途

班長から、コロナ禍のため班の

集まりができないので会議費の使

い方をどうしたらいいのでしょう

か？といった相談が多く寄せられ

ます。一斉清掃後に弁当をお配り

する等で利用していただきたいと

思います。お金や商品券を配った

り寄付金等に充てることは辞めて

いただきたいと思います。

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

協議会事務所業務について
５月６日(金）から業務を行います。

(５月２日(月)は休みます。)
＊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。

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。

100歳体操

☆５月連休後に開催の
判断をします。

野菜はイメージです
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３月27日(日)リサイク

ル終了後、真新しい自転

車で中学新１年生がつど

い前に集まってきました。

今回も地区の自転車愛

好家３名と阿賀駐在の遠

藤さんに並走していただ

きながら中学

校を往復しま

した。

４月17日(日)総会終了後、新年度区長・班長会議

を開催しました。文書配布、集金、入会・退会届け

等々、13頁にもわたる役目要領の説明を短時間で行

いました。分からない事などありましたらお気軽に

ご相談ください。

また、町文書の配布や回覧板を回す負担の軽減や

資源の有効活用、印刷代の削減等から町と連携して

町文書のペーパーレス化に取り組んで行きたいと思っ

ています。町のデジタル推進課等から４名にお越し

いただき説明をしていただきました。

前日に入学式を終え、初めての集団登校日の４月

12日に、交通安全を願い、やや緊張した面持ちの新

１年生６名に反射材の貼り付けを行いました。

生徒たちを見守り指導に来られた父兄、関係者で

無事バスに乗り込み発車

するのを見送りました。

総会の前ですが、上記

の行事を行い福祉部の新

年度行事が始まりました。

(令和３年度)福祉部長

野口昭男

３月27日(日)前日の春の嵐が一変、当日は穏や

かな天候に恵まれ、日頃の行いの良さ？に感謝し

ました。当日は、万寿会の方等と合わせて約60名

の参加があり、一緒に汗を流して回収しました。

この利益はとても僅かですが子ども達が参加す

る事業などに充てられます。どうぞご理解いただ

いてリサイクル

へ協力していた

だきますようお

願いします。

青少年育成会

森山まゆみ

新年度区長・班長会議

３月26日の大風で「西町の郷」

の雨どいの一部が折れて落下し

ていたようです。

隣の野原さん(1-2)が見つけら

れ、直してあげるよ！！との事。

梯子を持って来ての作業でした。

ありがとうござ

います！！

近所の方が修理！！

新１年生へ反射材貼り付け

安全に通学してね！

新年度区長・班長会の様子

リサイクルと中学新１年生自転車通学路確認

新区長・新部長の紹介 (敬称略)

福祉部長 赤井公雄(2-3)

４区長 西本敏章(4-2)３区長 柴田幹也(3-3)

万寿会の方等と一緒に行ったリサイクル

お世話になります。どうぞよろしくお願いします。

遠藤さんから注意や感想を聞きました

桜はまだつぼみでした

第１７８号 東西町地域振興協議会 令和４年５月１日（２０２２）

3

スマホ教室開催【事務局・町デジタル推進課】

日時：５月15日(日)10:00～12:00

場所：コミセン

講師：町のデジタル推進課から派遣されます。

内容：ペーパーレス化推進の一貫で行います。

どなたでもご参加できますが、５月10日まで

に協議会事務局へ申し込みをお願いします。

さつき祭【人づくり部】

コロナ感染防止対策を行って開催します。

日時：５月29日(日)9:00～12:00

場所：コミセン

内容：作品展示(テーブルや椅子を使って展示します)

草餅の即売(エプロンで作成し販売します)

野菜市(野菜づくり同好会の新鮮野菜の即売)

フリーマーケット(出店される方を募集します)

※詳細は回覧でお知らせします。

春の一斉清掃【町づくり部・事務局】

日時：６月５日(日)8:00～

出張消火器講習会(放水)は２区２班

清掃後、消火栓とホース接続訓練を実施します。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

３月28(月)令和３年度の最後となる第６回目の運

営委員会を部長・区長・会計・事務局で行いました。

協議事項は、以下のとおりです。

○協議会会長の選考について

○総会について

・総会議案書の承認と、短時間での説明の練習を

兼ねた読み合わせを行いました。

・総会までの日程について

○その他

・各部や区からの報告事項

・ペーパーレス化の取り組みについて説明を行い

まし

た。

第６回運営委員会

皆様、初めまして。この度の

移動で阿賀駐在所に赴任してま

いりました中井翔一と申します。

出身は琴浦町で、年齢は38歳で

す。

見かけられましたら気軽に

声をかけていただけたら幸い

です。至らないところもあるかもしれませんが、よ

ろしくお願いします。

４月から阿賀駐在所に赴任しました

退会・脱会のお知らせ（敬称略）

＜退去・退会＞

１区４班 岩崎 誠 西町102

＜脱会＞

１区２班 武安三千恵 西町138ｰ1

＜特別会員入会＞

３区１班 指宿重康 東町204

カラオケ＆食事 さくらじま

中井翔一さん

３月31日(木)つどいで総会に向けた会計監査が行

われました。

会計の福島秀則さん、土江佳子さん

と監事の河村 昇さんと杉谷早苗さ

んが出席され、各会計ごとの説明や

質問が行われました。

監事から、交付金や一般

会計の使い方についてや協

議会費の納入方法や切手等

の在庫記録についても厳正

な監査がありました。

会計監査

俳句の入選発表

先月号「タビ」のお題で募

集しましたところ、13名の方

から31句が寄せられました。

ありがとうございました。

南部町内の有識者の方々に３

句を選んでいただきました。結果は次のとおりです。

〈余韻あり〉旅行誌を めくり楽しむ 炬燵かな

〈背景あり〉蕗味噌を 作る度出す 姑(はは)のメモ

〈描写あり〉旅の宿 苔むす庭の かえるかな

入選された方や参加していただいた皆さん全員に

記念品をお渡ししますので事務所にお越し下さい。

細かなところまで及んだ
監査でした

長時間に及んだ令和３年度最後の運営委員会

つどいでの掲示
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スマホ教室開催【事務局・町デジタル推進課】
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移動で阿賀駐在所に赴任してま

いりました中井翔一と申します。

出身は琴浦町で、年齢は38歳で

す。

見かけられましたら気軽に

声をかけていただけたら幸い

です。至らないところもあるかもしれませんが、よ

ろしくお願いします。

４月から阿賀駐在所に赴任しました

退会・脱会のお知らせ（敬称略）

＜退去・退会＞

１区４班 岩崎 誠 西町102

＜脱会＞

１区２班 武安三千恵 西町138ｰ1

＜特別会員入会＞

３区１班 指宿重康 東町204

カラオケ＆食事 さくらじま

中井翔一さん

３月31日(木)つどいで総会に向けた会計監査が行

われました。

会計の福島秀則さん、土江佳子さん

と監事の河村 昇さんと杉谷早苗さ

んが出席され、各会計ごとの説明や

質問が行われました。

監事から、交付金や一般

会計の使い方についてや協

議会費の納入方法や切手等

の在庫記録についても厳正

な監査がありました。

会計監査

俳句の入選発表

先月号「タビ」のお題で募

集しましたところ、13名の方

から31句が寄せられました。

ありがとうございました。

南部町内の有識者の方々に３

句を選んでいただきました。結果は次のとおりです。

〈余韻あり〉旅行誌を めくり楽しむ 炬燵かな

〈背景あり〉蕗味噌を 作る度出す 姑(はは)のメモ

〈描写あり〉旅の宿 苔むす庭の かえるかな

入選された方や参加していただいた皆さん全員に

記念品をお渡ししますので事務所にお越し下さい。

細かなところまで及んだ
監査でした

長時間に及んだ令和３年度最後の運営委員会

つどいでの掲示
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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

４月17日(日)コミュニティセンターで令和

４年度「代理人による総会」を開催しました。

この２年間は書面総会が続いていましたので、

今回は、短時間・少人数での総会とするため

「代理人による総会」とし、新年度予定の理

事・班長の方々にご出席をお願いしました。

旧班長の皆さんには委任状のとりまとめ等

にご足労をおかけいたしましたが、会員の81

％の方々が総会へご協力をいただきましたこと

に感謝申し上げます。また、ご出席出来なかった会員の皆様からのご意見

欄にも暖かい言葉が多くありとても嬉しく感じています。

【代理人による総会の成立要件】会員数３９１ 過半数１９６

出席者４９(代理人他３４・執行部１５)、委任状２７０ 計３１９で

総会の成立が報告されました。

【議案の議決結果】

小杉会長の挨拶に続き、議長に杉谷元宏さん(1-1)が選任され、書記に原田和美さん(1-1)が任命され、

提案された議案の審議に入りました。

提案されたのは、令和３年度事業報告・会計決算報告、令和４年度事業計画(案)・会計予算(案)に続き、

会長・副会長選任、新年度役員の選任及び解任でした。

【総会内のご意見とそれに対する回答】

①令和４年度コロナ禍においての予算編成の基本的な考え方を教えてほしい。

⇒コロナ状況が見通せない状況ですが、できる形で開催する方向です。

②一斉清掃を非会員の方にもお知らせしてほしい。⇒以前から非会員・特別会員の方へは文書でお知らせ

しています。消火訓練も一緒にされている班もあります。

③移動困難者に対する移動手段についての調査研究の具体的な内容とは？⇒町と協議に入ったところです。

全ての議案について、賛成多数で可決承認されました。任期満了となった会長には小杉達男さん(4-3)が

再任され、副会長は奈須富雄さん(4-5)が新任されました。役員代表として奈須副会長が挨拶されました。

旧班長の皆さんにはお礼として、まるごうの商品券を区長からお届けしました。

この度、東西町地域振興協議会

初めての「代理人による総会」に

おいて会長として承認されました

小杉です。

少子高齢化と、止まることを知ら

ないコロナ禍の中ではありますが、「地域の皆さん

が元気で安心して暮らせる東西町」をめざして、皆

さまと共に頑張って行きたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 小杉達男(４区３班)

令和４年度 第15回 東西町地域振興協議会「代理人による総会」を開催

会長あいさつ

代理人として新年度理事・班長の皆さんにご出席いただきました。

議長の杉谷さんと書記の原田さん

この度、東西町地域振興協議会

の副会長をお引き受けすることに

なりました４区５班の奈須富雄で

す。

小杉会長をサポートし、安全で

安心な東西町になるよう務めてまいりたいと思いま

す。

どうぞよろしくお願いいたします。

奈須富雄(４区５班)

副会長あいさつ

奈須富雄小杉達男

日 曜日 ５月の予定表
1 日 万寿会ゴミ拾い

2 月 卓球/万寿会GG

3 火 ２区サロン(外)

4 水

5 木 万寿会GG

6 金 ＊ビン・缶類・軟プラ類・小雑紙

7 土

8 日 万寿会総会/写真

9 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

10 火 ４区サロン

11 水

12 木 習字/万寿会GG

13 金 福祉部会

14 土

15 日 ＜スマホ教室開催＞　町づくり部会

16 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

17 火 １区サロン

18 水

19 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

20 金 ＊再ビン・ペットＢ・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類・小雑紙

21 土 わくわくショップ10:00～

22 日

23 月 銭太鼓/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 ＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

28 土 低山会

29 日 ＜さつき祭・野菜市＞

30 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

31 火

６月の予定
5 日 春の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練【町づくり部・事務局】

19 日 防災訓練【事務局】

26 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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今月から野菜市再開さつき祭で開催

地物新鮮野菜を即売します

日時：５月29日(土)

9:00～

場所：コミセン

火災発生を防ぎましょう

梅雨に入ってもタコ

足配線やコンセント

に溜まったホコリから出火

することもあります。テレビ台

等の裏のコンセントの掃除もお

願いします。

コンセントからコードを抜く

時はプラグを持って抜くように

しましょう。

空き地の草刈り作業が始まります

地区内の空き地の草刈りを地域

の方に有償ボランティアでお願い

しています。作業していただく方

が減ってきたので昨年から地区外

の若い方にもお願いしています。

東西町がお願いしている空き地

の草刈りでの草の始末は、作業費

が低額ですので含んでいません。

ご理解ください。

町文書をスマホで見ることができます

４月27日から町文書がLINE(ライ

ン)配信されています。

お配りしている「区長文書のペー

パーレス化実証について」のQRコー

ドを読み取って登録して体験して

ください。

班会議費の使途

班長から、コロナ禍のため班の

集まりができないので会議費の使

い方をどうしたらいいのでしょう

か？といった相談が多く寄せられ

ます。一斉清掃後に弁当をお配り

する等で利用していただきたいと

思います。お金や商品券を配った

り寄付金等に充てることは辞めて

いただきたいと思います。

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

協議会事務所業務について
５月６日(金）から業務を行います。

(５月２日(月)は休みます。)
＊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。

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。

100歳体操

☆５月連休後に開催の
判断をします。

野菜はイメージです


