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会報まち１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

東西町地域振興協議会 会長 谷口秀人

新年明けましておめでとうございます。昨年は、新型コロナウイルスの影響で、計画した行事や交流事

業などが思うように実施できませんでした。そのような中、東西町の10年、20年先の指針となる「第３期

地域づくり計画書」が発刊されました。計画書作成に携わっていただいた方に感謝申し上げる次第です。

今年はニュータウン自治会が発足して50年を迎える年となります。一人ひとり、一軒一軒のかかわり合

いが東西町の歴史となっていると思います。諸先輩方の足跡を記録し、大切に次の

世代につなげるものとするための記念誌の発行や記念行事を計画しています。

ウィズコロナやアフターコロナといわれる新しい生活様式の中で感染防止に留

意しながら、安全安心な町づくりのためのふれあいと交流を前に進めていければと

思っています。東西町が更に住み良く、「お互いさま」と「ありがとう」の気持ち

が未来につながっていくことを期待して新年のご挨拶とさせていただきます。

12月20日(日)「シャッシャッシャッ」…餅を切る機械の小気味

の良い音。米が蒸される香りと立ち上る湯気。もち米と紫芋はき

め細かく美しい色のもちに変身…ここは市山のエプロン。やや小

ぶりの整ったおもちが完成しました。

例年は、杵と臼を使い人力でついていましたが、年末時のつき

手不足とコロナ禍の影響もあり、今年は市山のエプロンでもちつ

き機を使ってもちづくりを行いました。

福祉部の女性がパック詰めにしたもちに子どもたちから

のメッセージを添えて、福祉部全員で手分けして該当のお

宅に届けました。お届けすると笑顔で受け取られねぎらい

の言葉をかけていただき冷たいみぞれの降る日でしたが、

温かい気持ちにさせていただきました。

メッセージを作成してくれた子ども達ありがとう！。

来年はみんなと一緒にお届けできればいいね。

福祉部 土江佳子

歳末福祉のもちづくり(赤い羽根共同募金助成事業)

令和３年 年頭の挨拶

地区内道路補修

毛糸で編まれた
干支 「丑」

大変喜んで受け取っていただきました

とてもきれいな芋もちが完成
少人数でのもち

まるめ作業に必死

プロ顔負け、段取り良く進んだ道路補修作業

12月５日(土)町づくり部で道路補修作業が行

われました。

町から支給されたレミファルトを道路の穴の

空いた場所に入れてガスバーナーで炙り粘着性

を高めます。

最後にプレーナー(振動機械)でたたき、固め

ます。町づくり部のチームワークも良く作業が

進められました。

日 曜日 １月の予定表
1 金

2 土

3 日

4 月 卓球

5 火

6 水

7 木 習字

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

9 土 ソフトバレー

10 日 ＜とんどさん(互礼会)＞

11 月 卓球

12 火 ４区サロン/男のクッキング

13 水

14 木 習字

15 金 コミセン100体

16 土 ３区サロン/ソフトバレー

17 日 ＜簡単帯づくり・着付け講習会＞　マージャン

18 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球

19 火 健診結果説明会

20 水

21 木 習字/笑いヨガ

22 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・[乾・蛍]

23 土 ソフトバレー/低山会

24 日 写真

25 月 つどい100体/卓球

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

29 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

30 土 ソフトバレー

31 日

２月の予定
6 土 スキー＆スノーボード教室(中止)　⇒雪とあそぼう【人づくり部】

7 日 健康講座【福祉部】

14 日 ボーリング大会【人づくり部】
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年始のお知らせ

◆ローズちゃん号：８日(金)から

◆井田鮮魚店：８日(金)から

◆わくわくショップ：２月から

◆野菜市：不定期で臨時野菜市開催

融雪剤配置
地区内の８箇

所に融雪剤を配

置しました。

積雪や凍結時

にお使いくださ

い。

また、つどいとコミセン玄関に

雪かきスコップを設置しています

ので、施設利用時の雪かきに使用

してください。

防犯パトロール実施

今季もスノータイヤの

盗難が発生！！

過去にもスノータイヤの

盗難が発生したので、防犯パト

ロールを行っていましたが、残

念なことに11月から12月にかけ

てタイヤ盗難が発生しました。

空き巣(不在時に入られて盗難

されること)や侵入盗(在宅中に

侵入して盗難されること)にも気

を付けましょう。少しの時間の

外出でも鍵をかけましょう。

見かけない人への声掛けや、

車のナンバーをメモする等のご

協力をお願いします。

年始の事務業務について

事務業務は
1月５日(火)からです

休み中の緊急連絡先を事務所又はコミセ

ン玄関に貼り出してあります。

雪の下の野菜は甘くて美味しいと喜ばれて
います。寒い中の収穫ありがとうございます。

年始の可燃ごみ収集

１月は４日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

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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山茶花の会の活動は、コロナ情勢と猛暑のために

予定通りとはいきませんでしたが、10月と12月に花

壇の整備と花の植栽を行いました。12月には、手す

り際に植えていた棘のあるハマナスや、ベンチにま

で枝が伸びるカランコエ等を移植したので、安全で

管理し易い花壇になったと思います。

また、球根も植えましたので、早春の花壇も楽し

みにしてください。なお、トトロのトピアリーは現

在進行形。

この事業費の一

部に皆さんから集

めた緑の募金の助

成金を使用してい

ます。

ありがとうござ

います。

西町バス停花壇の植栽
初めてサロンに参加しました。和やかな雰囲気の

中、事務局の黒木さんの指導で苔玉作りを行いまし

た。まんまるの可愛らしい素敵な苔玉ができ上がり

ました。難しそうにみえて、意外と簡単にでき感動

しました。眺めるたびに癒やされています。

日常から離れリフレッシュできた楽しい時間でし

た。

準備やお世話

して下さった皆

さんありがとう

ございました。

参加者 Ｆ.Ｔ

３区サロン

12月20日(日)

協議会事務所

で小型除雪機

安全講習会を

開催しました。

東西町では

毎年冬季に積

雪が規定以上になると除雪ボランティアの方々にお

世話になっていますが、今冬は次の10名の方々が名

乗りをあげてくださいました。

子どもたちが安全にバス停に行けるようにと、登

校日の朝のバス乗車に間に合う時間にバス停までの

ルートの歩道を除雪します。

（土日祝祭日等や休校日の除雪は行いません。)

すでに12月には降雪がありましたが、今冬は例年

より積雪が多いとの予報ですので、ボランティアの

皆さん大変ですが、よろしくお願いします。

ボランティアの皆さんです。(敬称略)

宇山 徹(1-4)、長谷川忠実(1-5)、長野由紀夫(2-1)

渡邉明則(2-1)、谷口秀人(3-3)、細田一雄(3-4)

生田允昭(3-5)、原 和正(4-2)、渡辺祥二(4-2)

小杉達男(4-3)

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

４区４班 入江晋平 東町321

12月１日(火)コミセンで町によるふれあいバスの

変更に関する説明会がありました。

ふれあいバスの運行が令和３年４月から３種類と

なります。①従来どおりの定時定路線運行(定時に

バス停で乗る) ②デマンド運行(電話で事前予約が

必要) ③定時＋デマンド運行(定時定路線からデマ

ンドに乗り換える)

今回の見直しではふれあいバスの走行エリヤに変

更がないため、東西町地区への運行予定はありませ

んが、運行路線内ではどなたでも利用が可能です。

なお、東西町では現在、日の丸バスが１日15往復

運行されています。日の丸バスの利用者が減少する

と路線バスが減便ないし廃止となる恐れがあります。

運転免許のない方や、免許証を返納された方々等

の利便性を確保するためにも日の丸バスの利用をお

願いします。

小型除雪機安全講習会 ふれあいバスの変更に関する説明会

除雪ルートや開始時間を見直しました

正月用に葉牡丹の苔玉をつくりました

「東西町の情報を発信し

ま～す」と11月号で宣言し

たものの、手こずっていま

す。再度、JICAの山崎さん

に協議会パソコンから掲載

する方法を指導していただ

いています。

フェイスブックで情報発信

JICAの山崎さん

花柄摘みにご協力をお願いします
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とんどさん【町づくり部】

日程：１月１０日(日)

●とんどさん(新年会は中止します)

とんどさん開始前に互礼会を行います。

時間：9:00～10:00

・・・開始時間が例年と違います。

場所：旧天津運動公園

★互礼会(新年のあいさつ)

★お焚き上げ神事・火入れ式

★お神酒・甘酒・ジュース・みかんを提供します。

(無くなり次第終了となります。)

簡単帯づくり・着付け講習会【人づくり部】

着物着付け講習会と初釜を予定していましたが、簡単

帯づくりと着付け講習会に変更して開催します。

日時：１月１７日(日)

時間：14:00～16:00

場所：つどい

申込締切：１月15日(金)

準備品：帯・裁縫道具他

(申込時に詳細をお知らせします。)

簡単帯づくり：帯を切らずに簡単帯を製作します。

着付け：制作した帯で着付けをします。

雪とあそぼう【人づくり部】

スキー＆スノーボード教室を予定してい

ましたが、雪だるまコンテスト等に変更し

て東西町スポーツ広場で開催します。

日時：２月６日(土)9:00～11:30

場所：東西町スポーツ広場(駐車場)

内容：雪だるまコンテスト・宝探し等など・・・

申込締切：２月４日(木)までに申し込みください。

ご家族皆さんでご参加ください。

＊積雪の状況により開催を判断します。

行事や集まりに参加される方は、必ずマスク着用をお

願いします。

また、お出かけ前には検温し、熱のある時や体調の悪

い場合はご遠慮ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

２区３班の長谷川雅之と申します。

東西町地域振興協議会からお声

がけいただき昨年の10月から

「西町の郷」の送迎をさせて頂い

ています。

父・母が元気だった頃、買い物

で近場のスーパーに車で連れて行っ

たことを思い出します。

「西町の郷」を利用される方が元気で楽しんでいた

だける様、元気なうちは送迎させて頂きます。

災害時に安否の確認等でお世話になる安否確認協

力委員の皆さんをご紹介します。(敬称略)

◎リーダー・○サブリーダー・( )班

１区：◎長谷川忠実(5)、野原 努(2)、林原光男(4)

林原幸子(4)、三谷信子(4)、森本加代子(5)

谷渕伸一(6)

２区：◎野口昭男(4)、○長谷川雅之(3)、中本俊夫(2)

山野真由美(1)、内田勝己(3)、石倉佳子(3)

野口裕子(4)、井田修二(4）、井田律子(4)

遠藤 明(4)、石原宣子(4)

３区：◎東谷 直(3)、河村 昇(1)、山本延雄(1)

岩成 勇(2)、福島幸子(2)、小松茂昭(3)

佐伯一二美(3)、大塚勇二(4）、中嶋堯史(6)

西村鎭明(6)

４区：◎佐藤重明(2)、平新治行(1)、神崎靜人(1)

渡辺祥二(2)、渡辺友子(2)、原 和正(2)

細田 都(3)、田浪照雄(4)、山根厚志(4)

渡部峯好(5)、松尾俊宏(5)

「西町の郷」送迎ボランティア

災害時安否確認協力委員

11月28日～29日に開催された南部町富有の里生涯

学習作品展に東西町からは、籐あみ教室の作品を出

展しました。指導者の中元先生(米子市)に１年間な

らばと引き受けていただきましたが、コロナ禍のた

めに大幅に

超過。

完成した

作品を展示

しました。

富有の里生涯学習作品展に出展

熱心な指導の成果、初心者とは思えない作品も

今後の新型ロナウイルス感染状況によっては

予定された事業が中止又は変更になる場合もあ

ります。

長谷川雅之さん
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●とんどさん(新年会は中止します)

とんどさん開始前に互礼会を行います。

時間：9:00～10:00

・・・開始時間が例年と違います。

場所：旧天津運動公園

★互礼会(新年のあいさつ)

★お焚き上げ神事・火入れ式

★お神酒・甘酒・ジュース・みかんを提供します。

(無くなり次第終了となります。)

簡単帯づくり・着付け講習会【人づくり部】

着物着付け講習会と初釜を予定していましたが、簡単

帯づくりと着付け講習会に変更して開催します。

日時：１月１７日(日)

時間：14:00～16:00

場所：つどい

申込締切：１月15日(金)

準備品：帯・裁縫道具他

(申込時に詳細をお知らせします。)

簡単帯づくり：帯を切らずに簡単帯を製作します。

着付け：制作した帯で着付けをします。

雪とあそぼう【人づくり部】

スキー＆スノーボード教室を予定してい

ましたが、雪だるまコンテスト等に変更し

て東西町スポーツ広場で開催します。

日時：２月６日(土)9:00～11:30

場所：東西町スポーツ広場(駐車場)

内容：雪だるまコンテスト・宝探し等など・・・

申込締切：２月４日(木)までに申し込みください。

ご家族皆さんでご参加ください。

＊積雪の状況により開催を判断します。

行事や集まりに参加される方は、必ずマスク着用をお

願いします。

また、お出かけ前には検温し、熱のある時や体調の悪

い場合はご遠慮ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

２区３班の長谷川雅之と申します。

東西町地域振興協議会からお声

がけいただき昨年の10月から

「西町の郷」の送迎をさせて頂い

ています。

父・母が元気だった頃、買い物

で近場のスーパーに車で連れて行っ

たことを思い出します。

「西町の郷」を利用される方が元気で楽しんでいた

だける様、元気なうちは送迎させて頂きます。

災害時に安否の確認等でお世話になる安否確認協

力委員の皆さんをご紹介します。(敬称略)

◎リーダー・○サブリーダー・( )班

１区：◎長谷川忠実(5)、野原 努(2)、林原光男(4)

林原幸子(4)、三谷信子(4)、森本加代子(5)

谷渕伸一(6)

２区：◎野口昭男(4)、○長谷川雅之(3)、中本俊夫(2)

山野真由美(1)、内田勝己(3)、石倉佳子(3)

野口裕子(4)、井田修二(4）、井田律子(4)

遠藤 明(4)、石原宣子(4)

３区：◎東谷 直(3)、河村 昇(1)、山本延雄(1)

岩成 勇(2)、福島幸子(2)、小松茂昭(3)

佐伯一二美(3)、大塚勇二(4）、中嶋堯史(6)

西村鎭明(6)

４区：◎佐藤重明(2)、平新治行(1)、神崎靜人(1)

渡辺祥二(2)、渡辺友子(2)、原 和正(2)

細田 都(3)、田浪照雄(4)、山根厚志(4)

渡部峯好(5)、松尾俊宏(5)

「西町の郷」送迎ボランティア

災害時安否確認協力委員

11月28日～29日に開催された南部町富有の里生涯

学習作品展に東西町からは、籐あみ教室の作品を出

展しました。指導者の中元先生(米子市)に１年間な

らばと引き受けていただきましたが、コロナ禍のた

めに大幅に

超過。

完成した

作品を展示

しました。

富有の里生涯学習作品展に出展

熱心な指導の成果、初心者とは思えない作品も

今後の新型ロナウイルス感染状況によっては

予定された事業が中止又は変更になる場合もあ

ります。

長谷川雅之さん
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会報まち１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

東西町地域振興協議会 会長 谷口秀人

新年明けましておめでとうございます。昨年は、新型コロナウイルスの影響で、計画した行事や交流事

業などが思うように実施できませんでした。そのような中、東西町の10年、20年先の指針となる「第３期

地域づくり計画書」が発刊されました。計画書作成に携わっていただいた方に感謝申し上げる次第です。

今年はニュータウン自治会が発足して50年を迎える年となります。一人ひとり、一軒一軒のかかわり合

いが東西町の歴史となっていると思います。諸先輩方の足跡を記録し、大切に次の

世代につなげるものとするための記念誌の発行や記念行事を計画しています。

ウィズコロナやアフターコロナといわれる新しい生活様式の中で感染防止に留

意しながら、安全安心な町づくりのためのふれあいと交流を前に進めていければと

思っています。東西町が更に住み良く、「お互いさま」と「ありがとう」の気持ち

が未来につながっていくことを期待して新年のご挨拶とさせていただきます。

12月20日(日)「シャッシャッシャッ」…餅を切る機械の小気味

の良い音。米が蒸される香りと立ち上る湯気。もち米と紫芋はき

め細かく美しい色のもちに変身…ここは市山のエプロン。やや小

ぶりの整ったおもちが完成しました。

例年は、杵と臼を使い人力でついていましたが、年末時のつき

手不足とコロナ禍の影響もあり、今年は市山のエプロンでもちつ

き機を使ってもちづくりを行いました。

福祉部の女性がパック詰めにしたもちに子どもたちから

のメッセージを添えて、福祉部全員で手分けして該当のお

宅に届けました。お届けすると笑顔で受け取られねぎらい

の言葉をかけていただき冷たいみぞれの降る日でしたが、

温かい気持ちにさせていただきました。

メッセージを作成してくれた子ども達ありがとう！。

来年はみんなと一緒にお届けできればいいね。

福祉部 土江佳子

歳末福祉のもちづくり(赤い羽根共同募金助成事業)

令和３年 年頭の挨拶

地区内道路補修

毛糸で編まれた
干支 「丑」

大変喜んで受け取っていただきました

とてもきれいな芋もちが完成
少人数でのもち

まるめ作業に必死

プロ顔負け、段取り良く進んだ道路補修作業

12月５日(土)町づくり部で道路補修作業が行

われました。

町から支給されたレミファルトを道路の穴の

空いた場所に入れてガスバーナーで炙り粘着性

を高めます。

最後にプレーナー(振動機械)でたたき、固め

ます。町づくり部のチームワークも良く作業が

進められました。

日 曜日 １月の予定表
1 金

2 土

3 日

4 月 卓球

5 火

6 水

7 木 習字

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

9 土 ソフトバレー

10 日 ＜とんどさん(互礼会)＞

11 月 卓球

12 火 ４区サロン/男のクッキング

13 水

14 木 習字

15 金 コミセン100体

16 土 ３区サロン/ソフトバレー

17 日 ＜簡単帯づくり・着付け講習会＞　マージャン

18 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球

19 火 健診結果説明会

20 水

21 木 習字/笑いヨガ

22 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・[乾・蛍]

23 土 ソフトバレー/低山会

24 日 写真

25 月 つどい100体/卓球

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

29 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

30 土 ソフトバレー

31 日

２月の予定
6 土 スキー＆スノーボード教室(中止)　⇒雪とあそぼう【人づくり部】

7 日 健康講座【福祉部】

14 日 ボーリング大会【人づくり部】

第１６２号 東西町地域振興協議会 令和３年１月１日（２０２１）

4

年始のお知らせ

◆ローズちゃん号：８日(金)から

◆井田鮮魚店：８日(金)から

◆わくわくショップ：２月から

◆野菜市：不定期で臨時野菜市開催

融雪剤配置
地区内の８箇

所に融雪剤を配

置しました。

積雪や凍結時

にお使いくださ

い。

また、つどいとコミセン玄関に

雪かきスコップを設置しています

ので、施設利用時の雪かきに使用

してください。

防犯パトロール実施

今季もスノータイヤの

盗難が発生！！

過去にもスノータイヤの

盗難が発生したので、防犯パト

ロールを行っていましたが、残

念なことに11月から12月にかけ

てタイヤ盗難が発生しました。

空き巣(不在時に入られて盗難

されること)や侵入盗(在宅中に

侵入して盗難されること)にも気

を付けましょう。少しの時間の

外出でも鍵をかけましょう。

見かけない人への声掛けや、

車のナンバーをメモする等のご

協力をお願いします。

年始の事務業務について

事務業務は
1月５日(火)からです

休み中の緊急連絡先を事務所又はコミセ

ン玄関に貼り出してあります。

雪の下の野菜は甘くて美味しいと喜ばれて
います。寒い中の収穫ありがとうございます。

年始の可燃ごみ収集

１月は４日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

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


