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会報まち４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

３月７日(日)リサイクル活動後、今年で６回目になる自転車通学

路確認を行いました。

４月から中学生になる新１年生12名の内、11名が参加しました。

コロナ禍で車の乗り合わせによる密を避けるため、自転車のみの

参加に限定しました。

自転車で一緒に法勝寺中学校まで誘導してくださったのは、東西

町自転車愛好家の柴田(3-3)さんご夫婦と高塚(2-2)さん、荒木(4-5)

さんでした。

また、今年は、警察署員(阿賀駐在)の遠藤さんにもミニパトで参

加していただきましたので、例年より安全に通学路の確認を行うこ

とができました。

ご協力いただきました皆さんありがとうございました。

３年間事故無く通学されることを願っています。

青少年育成会長 松本和緒

中学新１年生自転車通学路確認

法勝寺川土手のさくら並木を通り抜けました。今年は

開催時期が早かったため桜はまだ固い蕾でした。

今回は、並列やおしゃべりに注意をする心配もなく整

然とした通学路確認でした。

新１年生です ～よろしくおねがいします～

おかだ
せな

いとう
かのん

もりや
ゆいと

うめだ
そら

ミニパトの遠藤さんに見守られながら、行きは
少し緊張気味に、ハンドルを握る手にも力が入り

ます。

参加者は新１年生11名、青少年育成会役員・阿賀駐在
遠藤さん 計19名でした。

日 曜日 ４月の予定表
1 木 習字/万寿会GG

2 金 コミセン100体　　　　　　＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

3 土 3区6班班会/銭太鼓/ソフトバレー　        　　　　　　

4 日 写真/万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

6 火 男のクッキング

7 水

8 木 習字/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土 銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　                          ＊布類

11 日 マージャン

12 月
＜反射材装着＞ つどい100体/布とあそぶ/卓球
万寿会GG

13 火

14 水

15 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

16 金 【狂犬病予防注射】 コミセン100体
 　　  ＊再ビン・PB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類(発泡)・小雑紙・[乾・蛍]

17 土 わくわくショップ10:00～/銭太鼓/ソフトバレー

18 日 ＜書面表決による総会の議決＞

19 月
＜新年度区長・班長会議＞
つどい100体/卓球/万寿会GG

20 火 2区サロン

21 水

22 木 4区サロン/習字/万寿会GG

23 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

24 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

25 日

26 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

27 火

28 水

29 木 万寿会GG

30 金 コミセン100体

５月の予定
さつき祭は10月に予定しています【人づくり部・実行委員会】
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書面表決書提出のお願い！

４月16日(金)までに班長に提

出をお願いします。

書面表決書を４月９日(金)に配

布します。

３頁でもお知らせしています。

★過半数の表決書の提出が必要で

す。皆さんのご協力をお願いします。

午前中に注文すれば

まるごう(西伯店)の商品を

その日のうちに届けてもらえる

４月１日からいよいよ東西町

で買い物支援(代行)事業が行わ

れます。

詳しくは、配布している「東

西町限定買い物支援事業のお知

らせ」を御覧ください。

なお、利用を希望される方は、

利用登録の申込書を協議会事務

所に提出してください。

わくわくショップ時間変更のお知らせ

毎月第３土曜日につどいで開催し

ている「わくわくショップ」の時間

を４月から10:00～11:00に変更しま

す。

必ずマスクを着用し、入退時には

消毒をお願いします。

自宅に眠っている使わないものが

有りましたらお知らせください。

寄付でいただいた商品は、残った

場合はこちらで処理することになり

ます。受け付けできない物もありま

すので、ご理解ください。
連休中の業務について

４月29日(木)～５月５日(水)まで休みです。
＊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。

ごみの分別方法が

一部変更になっています

配布されています「令和３年度

南部町ごみ収集カレンダー・ごみ

の分別表」及び「令和２年度改訂

版南部町ごみの分け方・出し方(五

十音順)」をご確認ください。

野菜市は休止です

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
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東西町では、一人暮らしや高齢者のみの世帯の方

でも安心して生活できるように見守り世話人の方々

のご協力で、日常生活支援活動を行っています。

見守られる方が、「○○さんに見守ってほしい」

と、見守って欲しい方の名前をあげ、指名された方

が了解されれば成立です。

見守り・世話人の方へ

は、毎年アンケートで見

守り状況やご意見などを

伺い、福祉会で見直しを

行っています。

見守り世話人アンケート

３月７日(日)つどいで、部長・区長・事務局によ

る第５回運営委員会を開催しました。

協議事項は次のとおりです。

コロナ禍のため昨年に続き書面表決による総会と

することが承認されました。

○令和３年度の各部事業計画、予算の取りまとめ

○書面表決による総会に向けてのスケジュール

○協議会長については応募がありませんでしたので、

選考委員会での選考となります。

○協議会事業予定表とコロナ禍による事業開催のガ

イドラインについては、鳥取県版のコロナ警報・

特別警報が発出された場合は中止、注意報の場合

は感染防止対策を徹底して開催の方向で検討する

ことを申しあわせました。

○その他

・50周年記念誌作成の進捗状況

・各部や区からの報告事項

以上の内容について話し合いが行われました。

第５回運営委員会

毎月たくさんのゴミが回収されています。

毎月第１日曜日に１時間程かけて、万寿会11名の方々

が東西町内のゴミ拾いを行っておられます。

その効果で、きれいな東西町が維持できていると

実感しています。ありがとうございます。

世界から、日本はとてもきれいな国と言われてい

ます。さらに東西町がきれいな町であるためにゴミ

を捨てないようにお願いします。

万寿会ゴミ拾い

退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞

１区２班 山本 泰子 西町159

３月７(日)青少年育成会で今年度 後のリサイク

ル活動を行いました。

コロナ禍のリサイクルでしたが、30名ほど集まっ

ていただき、マスクを着用し、ダンボール、雑誌、

新聞紙、アルミ缶を回収しました。

普段より回収量が少なかったため短時間で終了し

ましたが、指定された場所への搬出が困難な高齢の

方などには、自宅前で回収するなどやさしい活動と

しています。ご協力いただきありがとうございまし

た。

森山まゆみ

(2-2)

リサイクル

熱心な話し合いが行われた運営委員会

少人数でしたが、子ども達も一生懸命頑張ってくれて、短時間
で終えることができました。

おなじみのジャ
ンパーでゴミ拾いを
行っておられます。
また、道路脇にロッ

カーが設置されてい
ます。中には火ばさ
みやゴミストッカー
がありますので、ゴ
ミが落ちていたらそ
の中に入れてくださ
い。、
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小学新１年生反射材貼り付け【福祉部】

初登校の朝にバス停で、安全に通学できるように

と、ランドセルに反射材を貼り付けます。

日時：４月１２日(月)

場所：つどい前バス停及び東町バス停

総会(書面表決による総会)【事務局】

今年もコロナ禍での密を防止するために昨年同様

書面表決による総会といたします。

スケジュール

４月９日(金)総会議案書と表決書を全戸に配布

４月16日(金)までに表決書を班長に提出

４月17日(土)班長は区長へ提出

４月18日(日)区長は事務局へ提出

区長立ち会いのもと集計します。

議決結果は、後日回覧でお知らせいたします。

★過半数の表決書の提出が必要です。

皆さんのご協力をお願いします。

新年度区長・班長会議【事務局】

新年度の区長・班長を対象にした会議です。

業務内容を説明いたしますので、ご出席をお願いし

ます。

日時：４月１９日(月)19:30～

場所：コミセン(大集会室)

※新班長へは後日、会議案内文書を配布します。

会議に出席できない班長は新区長へ連絡をして

ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

～世界が目指す持続可能な開発目標～

2016年～2030年まで

の15年間で世界

が達成すべきゴー

ルを表したもの

です。17の目標

と169のターゲッ

トで構成されて

います。

その中の一つに、

ごみ問題があります。

ごみを燃やすことで起こる温暖化やプラスチック

ゴミによる海洋汚染の問題です。

私達ができる身近なことから始めることが必要です！

①紙パッケージの商品や、植物由来の成分が使われ

ている原料のもの、認証マークが付いた商品を購

入することでSDGsに協力することができます。

※認証マークは地球に優しい生産方式で生産さ

れた持続可能な商品にしかついていません。

②フリーマーケットなどで、不用品の再使用に努め

る。また、修理しながら長く使う。

東西町で行っているわくわくショップや野菜市で

はマイバッグ持参が普通になっています。

将来の子供達のためにも今直ぐに出来ることから

始めましょう！！。

協議会事務所玄関に配本ステーションが設置され

ています。南部町図書館が２ヶ月に１度、200冊の

本の入れ替えを行いますので

どうぞご利用ください。

コロナ禍で気軽に外出で

きない今だからこそ、本の

世界で旅行や料理等を楽し

みましょう。

貸し出しは、１人10冊ま

でです。

本のリクエストがあれば

受け付けますので、事務所

へお申し出ください。

配本ステーション

ＳＤＧｓってな～に

昨年、つどいのお隣に西日本たばこ耕作組合様が

事務所を開設され、東西町地域振興協議会特別会員

に加入していただきました。

特別会員の皆さんをご紹介します。(計 ６団体)

☆鳥取西部農業共同組合西伯支所 様

☆社会福祉法人祥和会 様

☆北野不動産 様

☆ケンチクコーボー 様

☆Songs House Ohana（オハナ）様

☆西日本たばこ耕作組合 様

よろしくお願いします。

特別会員のご紹介

200冊の本の入れ替え作業



第１６５号 東西町地域振興協議会 令和３年４月１日（２０２１）

2

東西町では、一人暮らしや高齢者のみの世帯の方

でも安心して生活できるように見守り世話人の方々

のご協力で、日常生活支援活動を行っています。

見守られる方が、「○○さんに見守ってほしい」

と、見守って欲しい方の名前をあげ、指名された方

が了解されれば成立です。

見守り・世話人の方へ

は、毎年アンケートで見

守り状況やご意見などを

伺い、福祉会で見直しを

行っています。

見守り世話人アンケート

３月７日(日)つどいで、部長・区長・事務局によ

る第５回運営委員会を開催しました。

協議事項は次のとおりです。

コロナ禍のため昨年に続き書面表決による総会と

することが承認されました。

○令和３年度の各部事業計画、予算の取りまとめ

○書面表決による総会に向けてのスケジュール

○協議会長については応募がありませんでしたので、

選考委員会での選考となります。

○協議会事業予定表とコロナ禍による事業開催のガ

イドラインについては、鳥取県版のコロナ警報・

特別警報が発出された場合は中止、注意報の場合

は感染防止対策を徹底して開催の方向で検討する

ことを申しあわせました。

○その他

・50周年記念誌作成の進捗状況

・各部や区からの報告事項

以上の内容について話し合いが行われました。

第５回運営委員会

毎月たくさんのゴミが回収されています。

毎月第１日曜日に１時間程かけて、万寿会11名の方々

が東西町内のゴミ拾いを行っておられます。

その効果で、きれいな東西町が維持できていると

実感しています。ありがとうございます。

世界から、日本はとてもきれいな国と言われてい

ます。さらに東西町がきれいな町であるためにゴミ

を捨てないようにお願いします。

万寿会ゴミ拾い

退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞

１区２班 山本 泰子 西町159

３月７(日)青少年育成会で今年度 後のリサイク

ル活動を行いました。

コロナ禍のリサイクルでしたが、30名ほど集まっ

ていただき、マスクを着用し、ダンボール、雑誌、

新聞紙、アルミ缶を回収しました。

普段より回収量が少なかったため短時間で終了し

ましたが、指定された場所への搬出が困難な高齢の

方などには、自宅前で回収するなどやさしい活動と

しています。ご協力いただきありがとうございまし

た。

森山まゆみ

(2-2)

リサイクル

熱心な話し合いが行われた運営委員会

少人数でしたが、子ども達も一生懸命頑張ってくれて、短時間
で終えることができました。

おなじみのジャ
ンパーでゴミ拾いを
行っておられます。
また、道路脇にロッ

カーが設置されてい
ます。中には火ばさ
みやゴミストッカー
がありますので、ゴ
ミが落ちていたらそ
の中に入れてくださ
い。、

第１６５号 東西町地域振興協議会 令和３年４月１日（２０２１）

3

小学新１年生反射材貼り付け【福祉部】

初登校の朝にバス停で、安全に通学できるように

と、ランドセルに反射材を貼り付けます。

日時：４月１２日(月)

場所：つどい前バス停及び東町バス停

総会(書面表決による総会)【事務局】

今年もコロナ禍での密を防止するために昨年同様

書面表決による総会といたします。

スケジュール

４月９日(金)総会議案書と表決書を全戸に配布

４月16日(金)までに表決書を班長に提出

４月17日(土)班長は区長へ提出

４月18日(日)区長は事務局へ提出

区長立ち会いのもと集計します。

議決結果は、後日回覧でお知らせいたします。

★過半数の表決書の提出が必要です。

皆さんのご協力をお願いします。

新年度区長・班長会議【事務局】

新年度の区長・班長を対象にした会議です。

業務内容を説明いたしますので、ご出席をお願いし

ます。

日時：４月１９日(月)19:30～

場所：コミセン(大集会室)

※新班長へは後日、会議案内文書を配布します。

会議に出席できない班長は新区長へ連絡をして

ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

～世界が目指す持続可能な開発目標～

2016年～2030年まで

の15年間で世界

が達成すべきゴー

ルを表したもの

です。17の目標

と169のターゲッ

トで構成されて

います。

その中の一つに、

ごみ問題があります。

ごみを燃やすことで起こる温暖化やプラスチック

ゴミによる海洋汚染の問題です。

私達ができる身近なことから始めることが必要です！

①紙パッケージの商品や、植物由来の成分が使われ

ている原料のもの、認証マークが付いた商品を購

入することでSDGsに協力することができます。

※認証マークは地球に優しい生産方式で生産さ

れた持続可能な商品にしかついていません。

②フリーマーケットなどで、不用品の再使用に努め

る。また、修理しながら長く使う。

東西町で行っているわくわくショップや野菜市で

はマイバッグ持参が普通になっています。

将来の子供達のためにも今直ぐに出来ることから

始めましょう！！。

協議会事務所玄関に配本ステーションが設置され

ています。南部町図書館が２ヶ月に１度、200冊の

本の入れ替えを行いますので

どうぞご利用ください。

コロナ禍で気軽に外出で

きない今だからこそ、本の

世界で旅行や料理等を楽し

みましょう。

貸し出しは、１人10冊ま

でです。

本のリクエストがあれば

受け付けますので、事務所

へお申し出ください。

配本ステーション

ＳＤＧｓってな～に

昨年、つどいのお隣に西日本たばこ耕作組合様が

事務所を開設され、東西町地域振興協議会特別会員

に加入していただきました。

特別会員の皆さんをご紹介します。(計 ６団体)

☆鳥取西部農業共同組合西伯支所 様

☆社会福祉法人祥和会 様

☆北野不動産 様

☆ケンチクコーボー 様

☆Songs House Ohana（オハナ）様

☆西日本たばこ耕作組合 様

よろしくお願いします。

特別会員のご紹介

200冊の本の入れ替え作業
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会報まち４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

３月７日(日)リサイクル活動後、今年で６回目になる自転車通学

路確認を行いました。

４月から中学生になる新１年生12名の内、11名が参加しました。

コロナ禍で車の乗り合わせによる密を避けるため、自転車のみの

参加に限定しました。

自転車で一緒に法勝寺中学校まで誘導してくださったのは、東西

町自転車愛好家の柴田(3-3)さんご夫婦と高塚(2-2)さん、荒木(4-5)

さんでした。

また、今年は、警察署員(阿賀駐在)の遠藤さんにもミニパトで参

加していただきましたので、例年より安全に通学路の確認を行うこ

とができました。

ご協力いただきました皆さんありがとうございました。

３年間事故無く通学されることを願っています。

青少年育成会長 松本和緒

中学新１年生自転車通学路確認

法勝寺川土手のさくら並木を通り抜けました。今年は

開催時期が早かったため桜はまだ固い蕾でした。

今回は、並列やおしゃべりに注意をする心配もなく整

然とした通学路確認でした。

新１年生です ～よろしくおねがいします～

おかだ
せな

いとう
かのん

もりや
ゆいと

うめだ
そら

ミニパトの遠藤さんに見守られながら、行きは
少し緊張気味に、ハンドルを握る手にも力が入り

ます。

参加者は新１年生11名、青少年育成会役員・阿賀駐在
遠藤さん 計19名でした。

日 曜日 ４月の予定表
1 木 習字/万寿会GG

2 金 コミセン100体　　　　　　＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

3 土 3区6班班会/銭太鼓/ソフトバレー　        　　　　　　

4 日 写真/万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

6 火 男のクッキング

7 水

8 木 習字/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土 銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　                          ＊布類

11 日 マージャン

12 月
＜反射材装着＞ つどい100体/布とあそぶ/卓球
万寿会GG

13 火

14 水

15 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

16 金 【狂犬病予防注射】 コミセン100体
 　　  ＊再ビン・PB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類(発泡)・小雑紙・[乾・蛍]

17 土 わくわくショップ10:00～/銭太鼓/ソフトバレー

18 日 ＜書面表決による総会の議決＞

19 月
＜新年度区長・班長会議＞
つどい100体/卓球/万寿会GG

20 火 2区サロン

21 水

22 木 4区サロン/習字/万寿会GG

23 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

24 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会

25 日

26 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

27 火

28 水

29 木 万寿会GG

30 金 コミセン100体

５月の予定
さつき祭は10月に予定しています【人づくり部・実行委員会】
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書面表決書提出のお願い！

４月16日(金)までに班長に提

出をお願いします。

書面表決書を４月９日(金)に配

布します。

３頁でもお知らせしています。

★過半数の表決書の提出が必要で

す。皆さんのご協力をお願いします。

午前中に注文すれば

まるごう(西伯店)の商品を

その日のうちに届けてもらえる

４月１日からいよいよ東西町

で買い物支援(代行)事業が行わ

れます。

詳しくは、配布している「東

西町限定買い物支援事業のお知

らせ」を御覧ください。

なお、利用を希望される方は、

利用登録の申込書を協議会事務

所に提出してください。

わくわくショップ時間変更のお知らせ

毎月第３土曜日につどいで開催し

ている「わくわくショップ」の時間

を４月から10:00～11:00に変更しま

す。

必ずマスクを着用し、入退時には

消毒をお願いします。

自宅に眠っている使わないものが

有りましたらお知らせください。

寄付でいただいた商品は、残った

場合はこちらで処理することになり

ます。受け付けできない物もありま

すので、ご理解ください。
連休中の業務について

４月29日(木)～５月５日(水)まで休みです。
＊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。

ごみの分別方法が

一部変更になっています

配布されています「令和３年度

南部町ごみ収集カレンダー・ごみ

の分別表」及び「令和２年度改訂

版南部町ごみの分け方・出し方(五

十音順)」をご確認ください。

野菜市は休止です

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


