
第１６６号 東西町地域振興協議会 令和３年５月１日（２０２１）

1

会報まち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

【書面表決による総会の成立要件と議決について】

本年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面での議決といたしましたところ、会員の77％

の方から表決書を提出していただきました。皆様のご協力に感謝申し上げます。皆様から提出していただ

きました表決書を４月18日(日)、区長に同席していただき確認しましたので、その結果をご報告いたしま

す。

【書面表決による総会の成立について】会員数 ３９６ ・ 過半数 １９９ ［表決書提出数 ３０５］

表決書提出が協議会員の過半数以上になりますので、東西町地域振興協議会会則第１１条により、成立

となります。

【議案の表決結果】

第（１）号議案 令和２年度事業報告・決算報告 賛成３０５、反対 ０

第（２）号議案 令和３年度事業計画（案）・会計予算（案） 賛成３０５、反対 ０

第（３）号議案 会長の交代・令和３年度役員の選任及び解任 賛成３０４、反対 １

結果、すべての議案について、賛成多数で可決されました。新たな会長には、小杉達男さん(4ｰ3)、副会

長には、田淵幸人さん(3-5)が選任されました。

書面表決書に記載のあったご意見についての事務局回答を後日回覧いたします。

令和３年度 第14回東西町地域振興協議会 書面表決による総会の報告

令和元年度に副会長をお受けし、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、少しでもお役に立ちたいとの思いをもって努めてきました。

この度、重責な会長職を勤めさせていただくこととなりました。至らない点が

多々あろうかと思いますが、皆さまと共に、安全・安心で温かいまちづくりをし

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

小杉達男（４区３班）

この度、副会長を勤めさせて頂くことになりました。東西町に越してから８年

が経ち、自分も、ご近所の方々も８年分、年を取り顔ぶれも変わりました。

この町の生活がこれから先も快適で安全であるよう、ここで暮らす者の一人と

して責任のようなものを感じます。

勉強することばかりですが、会長を支え、役員、スタッフの方々と協力して、

皆さまと一緒にまちづくりを行っていきたいと思います。なにとぞよろしくお願

いいたします。 田淵幸人（３区５班）

役場の職員だった15年前、当時の自治会と公民館を一体化する東西町地域振興協議会の設立に関わった

こともあり、少しでもお役に立てることがあるかと会長をお引き受けしましたが、私事で退任させていた

だく事になりました。先の見えないコロナ禍ですが、今年の自治会発足50周年を新たなスタートとして、

今後もますます東西町が安心してつながっていくことを会員の一人として期待しています。短い期間でし

たが、ありがとうございました。 谷口秀人（３区３班）

退任のあいさつ

就任のあいさつ

田淵幸人(3-5)

小杉達男(4-3)

日 曜日 ５月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 万寿会ゴミ拾い

3 月 卓球/万寿会GG

4 火

5 水

6 木 習字/万寿会GG

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

8 土 万寿会役員会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 消火栓とホース接続講習会(理事・班長)

10 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

11 火 男のクッキング

12 水

13 木 習字/万寿会GG

14 金 コミセン100体

15 土 わくわくショップ10:00～/銭太鼓/ソフトバレー

16 日 マージャン

17 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

18 火 １区サロン

19 水 人権委員会

20 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

21 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)

22 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

23 日

24 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

25 火

26 水

27 木 習字/万寿会GG

28 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日 【東西町コロナワクチン集団接種日】

31 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

6月の予定
6 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】

リサイクル【西伯小・青少年育成会】

公共スペース草刈り作業【町づくり部・人づくり部】
27 日
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４区東町バス停花壇を整備

東西町内で大便を排泄

しそのままにする人が

５年ほど前から

地区内の空き地や、

空き家の敷地内、つどい玄

関横、ひと目につかない道路脇

等あちこちで大便の排泄が有り

困っています。警察にも相談を

しています。

日没後や夜間に不審な人を見

かけたら協議会へ連絡をお願い

します。皆さんの目が一番の抑

止力となります。

身近な生活課題解決は

生活する上で起こる身近な生活

課題の解決は、班⇒区⇒協議会へ。

先ず、班や区、そして協議会等

みんなで情報を共有することが大

事だと思います。

持続可能な町づくりのためにご

協力をお願いします。

ごみ焼き等は絶対にしないように！

ごみの処理等は、クリンセンター

へ持ち込みもできます。

宅地内や住宅近くの畑等でも、

ごみ等を燃やすことは絶対に止め

てください。

野菜市再開

５月22日(土)9:00～つどい前

マスク・レジ袋をお願いします。

草ぼうぼうの４区東町バス停花壇でしたが、
有志により花が植えられました。ありがとうご
ざいます。

協議会業務について
５月６日(木)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
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４月12日(月)初めての登校日のバス待ちで、新１

年生の４名に反射材を贈りました。

福祉部員の有志の方にご協力いただき、事故に遭

わないよう、無事に通学できるようにと願いながら、

身体より大きなランドナップに貼り付けました。

家族の方や地域の皆さんも、通学時に関わらず子

ども達の見守りにご協力をお願いします。

また、ご家庭でも、自分の身は自分で守ることを

話し合ってください。

福祉部長 野口昭男

ランドセルに反射材の貼り付け

４月19日(月)に予定していました新年度区長・班

長会議は、コロナウイルスの変異株が米子市で確認

されたため、昨年に続き、役目要領(説明書)を区長・

班長にお配りしました。

文書配布や集金、入・退会等、もりだくさんの内

容ですので、前区長・班長さんは、引き継ぎを終え

られた後でも相談にのってあげてください。

役目で必要なコピーや文書等も無料で行いますの

で、わからないことがありましたら気軽に事務局に

ご相談ください。

班長、理事、役員や他のボランティアの方々へ、

皆さま温かい気持ちでご協力をお願いします。

新年度区長・班長へは役目要領を配布

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（☎66-5524）です。

【集団健診は今年度も完全予約制です。】

受診券は、５月中旬以降に郵送します。必ず健診

を受けましょう！

日程：７月14日(水)受付：８時～10時

場所：東西町コミュニティセンター

【今年度はコロナワクチン接種もはじまります。】

ワクチン接種に関する相談は、健康福祉課内に設

置している相談ダイヤル（☎0570-099-783 平日９

時～17時）まで電話をお願いします。

東西町地区担当保健師より

脱会・退会のお知らせ （敬称略）

＜脱会＞

３区５班 市原麻里子 東町35

２区２班 作野 優 東町4ｰ22

＜退会＞

４区２班 長嶺 二三 福成1051-6

新たな区長の紹介 (敬称略)

１区長 長谷川忠実 ２区長 長野由紀夫 今年も４月６日～15日の10日間、全国春の交通安

全運動が行われました。

今回の運動の推進重点は以下の３点。

①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

②自転車の安全利用の推進

③歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向

上

各区から選出さ

れた交通安全代議

員の皆さんが、道

路沿いにのぼりを

設置し交通事故防

止の呼びかけを行

いました。

交通安全を呼びかけ

３区長 大塚勇二

４区は引き続き兵庫区長です。
お世話になります。
どうぞよろしくお願いします。

のぼりを設置する交通安全代議員(２区)

↑
４区(東町バス停)

←２区つどい前

反射材をランドナップに貼

り付けました。
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さつき祭【人づくり部・実行委員会】

コロナ禍のため延期して10月に予定しています。

消火栓とホース接続講習会【町づくり部・事務局】

４月に発生した地区内火災発生を受けて開催します。

日時：５月９日(日)9:00～10:00

場所：区ごとで行います

対象：理事・班長

理事・班長は、区の指定の場所にお集まりください。

春の一斉清掃及び消火栓とホース接続訓練

【町づくり部・事務局】

日時：６月６日(日)

7:50～ラジオ体操・8:00～一斉清掃

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

集積場に置いてください。

★泥：本部(協議会事務所)に回収要請してください。

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。

消火栓とホース接続訓練

清掃終了後、各班で行ってください。

出張消火器使用講習会 ４区１班です。

※今回から、出張消火器使用講習会の当番班は

消火器使用講習会と消火栓とホースを接続し放

水も行います。

公共スペースの除草作業

例年一斉清掃に合わせて町づくり部が公共スペー

スの草刈り等を行っていましたが、町づくり部は消

火栓とホース接続訓練に参加しますので、後日、人

づくり部と協働で作業を行います。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

４月24日(土)令和３年度第１回目は、会長・副会

長、区長３名が新任となり、新たなメンバーでの運

営委員会となりました。

協議内容

①書面表決の議決と会員からの意見について

②令和３年度事業計画、実行委員会の進め方

③町政に対する要望の回答について

④草刈り機購入の発注稟議

⑤令和３年度運営委員会日程

⑥地区内火災発生事案と検証会の報告、今後の対応

連絡・報告事項(各部・各区・事務局)

●春の一斉清掃で消火栓とホース接続訓練を開催す

るため、事前に各区で理事・班長へ講習会を開催。

●分別ごみ説明会、区会、人権学習会の開催につい

ては、コロナ状況を見ながら開催時期を検討する

●身近な生活課題解決要望書について

会員⇒班⇒区⇒協議会という流れで、情報共有し、

できるだけ自分達で出来る課題は解決しましょう。

第１回運営委員会

４月14日から、ジョカ南部とまるごう西伯店が連携して行う買物支援事業の試行を、

早速利用してみました。専用の申込用紙に、商品リスト(900点)の番号や、直近の新聞

チラシから品目を記入して、自宅からジョカへFAXしました。（東西町地域振興協議会

へ注文書を持参しても可）10時半ごろ注文すると、14時頃自宅へ配達されてきました。

代行手数料(450円)はまるごう西伯店へのバス代とほぼ同じです。やがて来る「買い

物に行けない自分」への地道な投資としようかと思っています。(４区 Ｋ)

買物支援事業の試行始まる

４月初旬、東西町３区でごみ焼却が原因の火災が

発生しました。近隣の方が音に気づいて発見、通報、

地区の方が消火栓とホースを接続し放水されたこと

で大事には至りませんでした。もう少し発見が遅れ

たら又は、放水できなかったらと思うと・・・・。

後日、検証会(写真)を開き、ホースでの放水が重

要であることを改めて認識しましたので、消火器使

用講習会は継続し、消火栓とホース接続講習会の開

催も進めて行きます。

火災発生事案と検証会
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４月12日(月)初めての登校日のバス待ちで、新１

年生の４名に反射材を贈りました。

福祉部員の有志の方にご協力いただき、事故に遭

わないよう、無事に通学できるようにと願いながら、

身体より大きなランドナップに貼り付けました。

家族の方や地域の皆さんも、通学時に関わらず子

ども達の見守りにご協力をお願いします。

また、ご家庭でも、自分の身は自分で守ることを

話し合ってください。

福祉部長 野口昭男

ランドセルに反射材の貼り付け

４月19日(月)に予定していました新年度区長・班

長会議は、コロナウイルスの変異株が米子市で確認

されたため、昨年に続き、役目要領(説明書)を区長・

班長にお配りしました。

文書配布や集金、入・退会等、もりだくさんの内

容ですので、前区長・班長さんは、引き継ぎを終え

られた後でも相談にのってあげてください。

役目で必要なコピーや文書等も無料で行いますの

で、わからないことがありましたら気軽に事務局に

ご相談ください。

班長、理事、役員や他のボランティアの方々へ、

皆さま温かい気持ちでご協力をお願いします。

新年度区長・班長へは役目要領を配布

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（☎66-5524）です。

【集団健診は今年度も完全予約制です。】

受診券は、５月中旬以降に郵送します。必ず健診

を受けましょう！

日程：７月14日(水)受付：８時～10時

場所：東西町コミュニティセンター

【今年度はコロナワクチン接種もはじまります。】

ワクチン接種に関する相談は、健康福祉課内に設

置している相談ダイヤル（☎0570-099-783 平日９

時～17時）まで電話をお願いします。

東西町地区担当保健師より

脱会・退会のお知らせ （敬称略）

＜脱会＞

３区５班 市原麻里子 東町35

２区２班 作野 優 東町4ｰ22

＜退会＞

４区２班 長嶺 二三 福成1051-6

新たな区長の紹介 (敬称略)

１区長 長谷川忠実 ２区長 長野由紀夫 今年も４月６日～15日の10日間、全国春の交通安

全運動が行われました。

今回の運動の推進重点は以下の３点。

①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

②自転車の安全利用の推進

③歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向

上

各区から選出さ

れた交通安全代議

員の皆さんが、道

路沿いにのぼりを

設置し交通事故防

止の呼びかけを行

いました。

交通安全を呼びかけ

３区長 大塚勇二

４区は引き続き兵庫区長です。
お世話になります。
どうぞよろしくお願いします。

のぼりを設置する交通安全代議員(２区)

↑
４区(東町バス停)

←２区つどい前

反射材をランドナップに貼

り付けました。
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さつき祭【人づくり部・実行委員会】

コロナ禍のため延期して10月に予定しています。

消火栓とホース接続講習会【町づくり部・事務局】

４月に発生した地区内火災発生を受けて開催します。

日時：５月９日(日)9:00～10:00

場所：区ごとで行います

対象：理事・班長

理事・班長は、区の指定の場所にお集まりください。

春の一斉清掃及び消火栓とホース接続訓練

【町づくり部・事務局】

日時：６月６日(日)

7:50～ラジオ体操・8:00～一斉清掃

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

集積場に置いてください。

★泥：本部(協議会事務所)に回収要請してください。

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。

消火栓とホース接続訓練

清掃終了後、各班で行ってください。

出張消火器使用講習会 ４区１班です。

※今回から、出張消火器使用講習会の当番班は

消火器使用講習会と消火栓とホースを接続し放

水も行います。

公共スペースの除草作業

例年一斉清掃に合わせて町づくり部が公共スペー

スの草刈り等を行っていましたが、町づくり部は消

火栓とホース接続訓練に参加しますので、後日、人

づくり部と協働で作業を行います。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

４月24日(土)令和３年度第１回目は、会長・副会

長、区長３名が新任となり、新たなメンバーでの運

営委員会となりました。

協議内容

①書面表決の議決と会員からの意見について

②令和３年度事業計画、実行委員会の進め方

③町政に対する要望の回答について

④草刈り機購入の発注稟議

⑤令和３年度運営委員会日程

⑥地区内火災発生事案と検証会の報告、今後の対応

連絡・報告事項(各部・各区・事務局)

●春の一斉清掃で消火栓とホース接続訓練を開催す

るため、事前に各区で理事・班長へ講習会を開催。

●分別ごみ説明会、区会、人権学習会の開催につい

ては、コロナ状況を見ながら開催時期を検討する

●身近な生活課題解決要望書について

会員⇒班⇒区⇒協議会という流れで、情報共有し、

できるだけ自分達で出来る課題は解決しましょう。

第１回運営委員会

４月14日から、ジョカ南部とまるごう西伯店が連携して行う買物支援事業の試行を、

早速利用してみました。専用の申込用紙に、商品リスト(900点)の番号や、直近の新聞

チラシから品目を記入して、自宅からジョカへFAXしました。（東西町地域振興協議会

へ注文書を持参しても可）10時半ごろ注文すると、14時頃自宅へ配達されてきました。

代行手数料(450円)はまるごう西伯店へのバス代とほぼ同じです。やがて来る「買い

物に行けない自分」への地道な投資としようかと思っています。(４区 Ｋ)

買物支援事業の試行始まる

４月初旬、東西町３区でごみ焼却が原因の火災が

発生しました。近隣の方が音に気づいて発見、通報、

地区の方が消火栓とホースを接続し放水されたこと

で大事には至りませんでした。もう少し発見が遅れ

たら又は、放水できなかったらと思うと・・・・。

後日、検証会(写真)を開き、ホースでの放水が重

要であることを改めて認識しましたので、消火器使

用講習会は継続し、消火栓とホース接続講習会の開

催も進めて行きます。

火災発生事案と検証会
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【書面表決による総会の成立要件と議決について】

本年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面での議決といたしましたところ、会員の77％

の方から表決書を提出していただきました。皆様のご協力に感謝申し上げます。皆様から提出していただ

きました表決書を４月18日(日)、区長に同席していただき確認しましたので、その結果をご報告いたしま

す。

【書面表決による総会の成立について】会員数 ３９６ ・ 過半数 １９９ ［表決書提出数 ３０５］

表決書提出が協議会員の過半数以上になりますので、東西町地域振興協議会会則第１１条により、成立

となります。

【議案の表決結果】

第（１）号議案 令和２年度事業報告・決算報告 賛成３０５、反対 ０

第（２）号議案 令和３年度事業計画（案）・会計予算（案） 賛成３０５、反対 ０

第（３）号議案 会長の交代・令和３年度役員の選任及び解任 賛成３０４、反対 １

結果、すべての議案について、賛成多数で可決されました。新たな会長には、小杉達男さん(4ｰ3)、副会

長には、田淵幸人さん(3-5)が選任されました。

書面表決書に記載のあったご意見についての事務局回答を後日回覧いたします。

令和３年度 第14回東西町地域振興協議会 書面表決による総会の報告

令和元年度に副会長をお受けし、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、少しでもお役に立ちたいとの思いをもって努めてきました。

この度、重責な会長職を勤めさせていただくこととなりました。至らない点が

多々あろうかと思いますが、皆さまと共に、安全・安心で温かいまちづくりをし

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

小杉達男（４区３班）

この度、副会長を勤めさせて頂くことになりました。東西町に越してから８年

が経ち、自分も、ご近所の方々も８年分、年を取り顔ぶれも変わりました。

この町の生活がこれから先も快適で安全であるよう、ここで暮らす者の一人と

して責任のようなものを感じます。

勉強することばかりですが、会長を支え、役員、スタッフの方々と協力して、

皆さまと一緒にまちづくりを行っていきたいと思います。なにとぞよろしくお願

いいたします。 田淵幸人（３区５班）

役場の職員だった15年前、当時の自治会と公民館を一体化する東西町地域振興協議会の設立に関わった

こともあり、少しでもお役に立てることがあるかと会長をお引き受けしましたが、私事で退任させていた

だく事になりました。先の見えないコロナ禍ですが、今年の自治会発足50周年を新たなスタートとして、

今後もますます東西町が安心してつながっていくことを会員の一人として期待しています。短い期間でし

たが、ありがとうございました。 谷口秀人（３区３班）

退任のあいさつ

就任のあいさつ

田淵幸人(3-5)

小杉達男(4-3)

日 曜日 ５月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 万寿会ゴミ拾い

3 月 卓球/万寿会GG

4 火

5 水

6 木 習字/万寿会GG

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

8 土 万寿会役員会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 消火栓とホース接続講習会(理事・班長)

10 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

11 火 男のクッキング

12 水

13 木 習字/万寿会GG

14 金 コミセン100体

15 土 わくわくショップ10:00～/銭太鼓/ソフトバレー

16 日 マージャン

17 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

18 火 １区サロン

19 水 人権委員会

20 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

21 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)

22 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

23 日

24 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

25 火

26 水

27 木 習字/万寿会GG

28 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日 【東西町コロナワクチン集団接種日】

31 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

6月の予定
6 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】

リサイクル【西伯小・青少年育成会】

公共スペース草刈り作業【町づくり部・人づくり部】
27 日
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４区東町バス停花壇を整備

東西町内で大便を排泄

しそのままにする人が

５年ほど前から

地区内の空き地や、

空き家の敷地内、つどい玄

関横、ひと目につかない道路脇

等あちこちで大便の排泄が有り

困っています。警察にも相談を

しています。

日没後や夜間に不審な人を見

かけたら協議会へ連絡をお願い

します。皆さんの目が一番の抑

止力となります。

身近な生活課題解決は

生活する上で起こる身近な生活

課題の解決は、班⇒区⇒協議会へ。

先ず、班や区、そして協議会等

みんなで情報を共有することが大

事だと思います。

持続可能な町づくりのためにご

協力をお願いします。

ごみ焼き等は絶対にしないように！

ごみの処理等は、クリンセンター

へ持ち込みもできます。

宅地内や住宅近くの畑等でも、

ごみ等を燃やすことは絶対に止め

てください。

野菜市再開

５月22日(土)9:00～つどい前

マスク・レジ袋をお願いします。

草ぼうぼうの４区東町バス停花壇でしたが、
有志により花が植えられました。ありがとうご
ざいます。

協議会業務について
５月６日(木)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


