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会報まち２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

１月10日(日)9:00～旧天津運動公園で

令和３年のとんどさんを行いました。

一年間の心身の健康・無病息災・コロ

ナの収束等を祈願いたしました。

新年会は中止にしましたが、とんどさ

んの前に互礼会を実施し、谷口会長より

新年の挨拶をしていただきました。

例年より開始時刻を１時間遅らせましたので、余裕

を持ってご来場いただけたのではないでしょうか。

今年から、お守りや破魔矢に付いている鈴などの不

燃物も取り除いての持ち込みをお願いしました。

持ち込み時間を9:30までにしたことで、短時間で良

かったという役員の声がありました。

大雪のため、何をするにも雪かきから始まった準備

でした。町づくり部の皆さんには大変お世話になりま

した。ありがとうございました。

町づくり部長

石田泰弘

とんどさん

協議会会長・各部員の一般公募について

任期満了に伴い、各部員を募集します

各部員：町づくり部(若干名)

人づくり部(20名程度)

福祉部(12名程度）

任期：２年(再任可)

令和３年４月１日～令和５年３月31日

報酬(部員)：年2,500円程度(総会で決定)

募集締め切り：令和３年２月24日(水)

申し込み先：協議会事務所

東西町地域振興協議会会長の公募をします

現会長の一身上の都合により退職したいとの意向

を受け、協議会会長候補者を公募します。

任期：令和３年４月１日～令和４年３月31日

報酬：月額100,000円

公募の期間：令和３年２月16日(火)

～２月24日(水)

応募される方は住所、氏名、連絡先を用紙に記入

の上、ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出

下さい。会長候補者は、公募を含めて選考委員会、

運営委員会で選考し総会に提案します。

雪の降る中の
準備でした

厳粛なお焚き上げ神事
石田部長による祝詞の奏上

林 原 悠 花(1区)

岩 﨑 弘 志(2区)

土 江 俊 輔(3区)

西 田 彩 音(3区)

福 家 航 希(3区)

本 間 夕 貴(3区)
(令和２年度成人式名簿による)

成人を検索すると、「人」が「成」。

「一人前」である。法的には、単独で法律行為が

行えるようになる年齢のこと。・・・諸説あり

子どもの手本となる行動をしましょう。

祝 成人

谷口会長のあいさ
つでとんどさん開始

日 曜日 ２月の予定表
1 月 つどい100体/卓球

2 火

3 水

4 木 習字

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

6 土 ＜雪とあそぼう＞ ソフトバレー

7 日 写真/万寿会ゴミ拾い

8 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球

9 火

10 水

11 木 習字/２区サロン

12 金 コミセン100体

13 土 ソフトバレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ＊布類

14 日

15 月 つどい100体/卓球

16 火 まちの保健室

17 水

18 木 笑いヨガ/習字

19 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

20 土 わくわくショップ9:00～/ソフトバレー/万寿会GG総会

21 日 子ども会役員会/マージャン

22 月 児童クラブ説明会/つどい100体/布とあそぶ/卓球

23 火

24 水

25 木 習字

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

27 土 ソフトバレー/低山会

28 日 3区理事会

３月の予定
リサイクル【青少年育成会】

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

14 日 バウンスボール大会【人づくり部】

7 日
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施設を利用される時はハンカチ持参で

施設のごみ箱は撤去しています。

トイレ等の手拭きにハンカチを持

参ください。

西町バス停草取り及び清掃を
３月から再開します

コロナ禍のために班での清掃等

を休止していましたが、３月から

再開します。順番表は班長に配布

しています。前回の順番通り３月

は２区５班からです。

密にならないようにお願いします。

器具庫周辺の駐車等について

器具庫には、災害発生時に使

用する土のう用砂や物品等が備

えてあります。緊急時にスムー

ズな対応ができるために駐車禁

止にしています。分別ごみの排

出時にもシャッターの前等は物

の出し入れができるようにスペー

スを開けるようにお願いします。

コミセン南側駐車場舗装工事完了

未舗装のままだったコミセン南側

駐車場の舗装工事が完成しました。

ラインに沿って駐車してください。

器具庫内が見渡せるように整理しました

緊急時のスムーズな対応のために・・・

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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年末から年始の寒波で10年ぶりの大雪となりまし

た。東西町のあちらこちらで雪かきがみられ、ご近

所でいっしょになって助け合う姿もみられました。

東西町の雪かきボランティア除雪隊は、この度の

積雪では学校が冬休み休業や臨時休校になったため

除雪機での除雪は行いませんでしたが、歩道の道開

けをしていただきました。

また、急遽マンション(2区5班)の有志で除雪隊が

編成され、除雪機の操作講習を受けマンション駐車

場の除雪をされました。

見守のお宅や高齢者

宅、施設等の雪かきに

も多くの皆さんのご協

力をいただき感謝申し

上げます。ありがとう

ございました。

１月17日(日)簡単帯作りに参加しました。

切らずにできるということで、母から譲り受けた

大切な思い入れのある名古屋帯でつくりました。

着付けで大変だった帯が簡単にできるようになっ

たのでこれからはどんどん着たい

と思っています。

橋本美穂子(4-5)

10年ぶりの大雪

１月24日(日)第４回運営委員会をつどいで開催し

ました。協議事項は下記のとおりです。

①行政関連各種委員の選任について

各区から区長、交通安全代議員、健康増進委員、

人権学習推進委員の選任をお願いしました。

②協議会役員改選について(１頁をご覧ください。)

③協議会会長の選考について(１頁をご覧ください。)

④地区内の住宅案内看板の倒壊と撤去について

昨年末の大晦日、協議会事務所横にある２区３区

の住宅案内看板が突風で倒壊しました。幸いにも歩

行者や自動車、隣家などに被害はありませんでした。

８年前の４区看板倒壊時には、修復し、あわせて

西町看板の補強も行いましたが、設置後30年が経過

し腐食や老朽化が進んでおり、今後人命等に関わる

事態が生じる恐れが懸念されます。

運営委員会で協議した結果、残る２箇所も早急に

撤去することに決定しました。

なお、屋外の住

宅案内看板を全て

撤去しますので、

会員の方には住宅

地図の配布を検討

しています。

運営委員会

簡単帯作りと着付け講習会

作った帯で早速着付け
帯が固く縫い留めるのが大変でしたが、
自分サイズの簡単帯ができました

道路側に倒れた２区・３区の住宅案内
看板、通行人等に被害が無くてなにより
でした

固くなった歩道
の雪をスコップで
道開けするボラン
ティアさんさん

マンションの雪かき隊が急遽編成されました

大雪あれこれ

氷点下が続いたため、凍結による水道管の破損

が東西町でも多発しました。１月末での南部町内

の破損は213件確認されたそうです。

昼夜問わ
ずの除雪に
感謝です

協議会事務所玄関のつらら
１区で見かけた雪だるま

２区で見かけ
た雪オラフ
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雪とあそぼう【人づくり部】

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・宝探しゲーム等

家族やいろいろなグループでの参加も可。

※雪だるま用のスコップや飾り等は各自で準備

ください。素敵な雪だるまを制作してね！

申し込み：２月４日(木)までに代表者名と参加人数

の連絡をお願いします。

※積雪状況により開催の判断をします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定し

ていました次の行事は中止

とさせていただきます。

ご理解をお願いします。

東西町健康講座【中止】

ボーリング大会【中止】

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

１月18日(月)東西町放課後児童クラブの運営委員

会を開催しました。

委員は、民生児童委員・保護者・支援員の各代表、

協議会長、副会長、担当事務局員です。

昨年度の活動報告、新年度の計画、中間決算報告、

児童の様子や新年度の利用について等の話し合いを

行いました。新年度利用の定員に余裕がありますの

でご相談ください。

令和２年度の区会及び人権学習会を開催しました。

１区 令和２年11月１日 参加者６名

２区 令和２年12月５日 参加者15名

３区 令和２年11月28日 参加者16名

４区 米子市等に「コロナ警報」発令のため中止

各区とも町づくりに欠かせない人権ＤＶＤを視聴

し、その後区会を開催しました。

区会では主に以下のような意見がありました。

①分別ごみの取り残しについて(1区・2区・3区)

②犬の糞の置き去りについて(2区・3区)

③小・中学生の自転車での飛び出しについて(2区)

④東西町スポーツ広場の利用時間について(3区)

⑤地区内の速度規制について(3区)

⑥行政関連委員の班の順番持ち回りについて(3区)

事務局意見

①令和３年度ごみの分け方・出し方(五十音順)改定

に合わせて講習会開催を検討する。

⑤役場に申請済

その他の意見については、広報等で注意喚起を行い

ます。また、身近な生活課題については出来る限り

区内でお願いしたいと思います。

区会及び人権学習会

JOCA南部代表 亀山 明生(2-2)

(公社)青年海外協力協会 南部事務所(JOCA)は、

次年度に就労継続支援Ａ型の一環として、まるごう

西伯店と協働で『買い物支援』事業を計画していま

す。１月26日(火)つどいで東西町地域振興協議会事

務局に説明をさせていただきました。

次年度の本格的な運用を前に、東西町に限定した

実証実験を３月から行い、事業開始に備えたいと考

えています。実証実験後も東西町では事業を継続し

ていく予定です。

これに関する説明会を２月下旬に計画しており、

回覧等で再度ご連絡させていただきます。

放課後児童クラブ運営委員会

買い物代行事業

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

1区3班 門脇雅弥 西町105

＜退去・退会＞

2区2班 舩越豪一 東町4-23 ユニキューブ東町B

コミセンで行われた３区区会及び人権学習会

参加される方は、マスク着用等のマナーを守っ

てください。体調の悪い場合はご遠慮ください。

企画政策課、まるごう、JOCAから説明がありました
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でご相談ください。

令和２年度の区会及び人権学習会を開催しました。

１区 令和２年11月１日 参加者６名

２区 令和２年12月５日 参加者15名

３区 令和２年11月28日 参加者16名

４区 米子市等に「コロナ警報」発令のため中止

各区とも町づくりに欠かせない人権ＤＶＤを視聴

し、その後区会を開催しました。

区会では主に以下のような意見がありました。

①分別ごみの取り残しについて(1区・2区・3区)

②犬の糞の置き去りについて(2区・3区)

③小・中学生の自転車での飛び出しについて(2区)

④東西町スポーツ広場の利用時間について(3区)

⑤地区内の速度規制について(3区)

⑥行政関連委員の班の順番持ち回りについて(3区)

事務局意見

①令和３年度ごみの分け方・出し方(五十音順)改定

に合わせて講習会開催を検討する。

⑤役場に申請済

その他の意見については、広報等で注意喚起を行い

ます。また、身近な生活課題については出来る限り

区内でお願いしたいと思います。

区会及び人権学習会

JOCA南部代表 亀山 明生(2-2)

(公社)青年海外協力協会 南部事務所(JOCA)は、

次年度に就労継続支援Ａ型の一環として、まるごう

西伯店と協働で『買い物支援』事業を計画していま

す。１月26日(火)つどいで東西町地域振興協議会事

務局に説明をさせていただきました。

次年度の本格的な運用を前に、東西町に限定した

実証実験を３月から行い、事業開始に備えたいと考

えています。実証実験後も東西町では事業を継続し

ていく予定です。

これに関する説明会を２月下旬に計画しており、

回覧等で再度ご連絡させていただきます。

放課後児童クラブ運営委員会

買い物代行事業

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

1区3班 門脇雅弥 西町105

＜退去・退会＞

2区2班 舩越豪一 東町4-23 ユニキューブ東町B

コミセンで行われた３区区会及び人権学習会

参加される方は、マスク着用等のマナーを守っ

てください。体調の悪い場合はご遠慮ください。

企画政策課、まるごう、JOCAから説明がありました
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会報まち２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

１月10日(日)9:00～旧天津運動公園で

令和３年のとんどさんを行いました。

一年間の心身の健康・無病息災・コロ

ナの収束等を祈願いたしました。

新年会は中止にしましたが、とんどさ

んの前に互礼会を実施し、谷口会長より

新年の挨拶をしていただきました。

例年より開始時刻を１時間遅らせましたので、余裕

を持ってご来場いただけたのではないでしょうか。

今年から、お守りや破魔矢に付いている鈴などの不

燃物も取り除いての持ち込みをお願いしました。

持ち込み時間を9:30までにしたことで、短時間で良

かったという役員の声がありました。

大雪のため、何をするにも雪かきから始まった準備

でした。町づくり部の皆さんには大変お世話になりま

した。ありがとうございました。

町づくり部長

石田泰弘

とんどさん

協議会会長・各部員の一般公募について

任期満了に伴い、各部員を募集します

各部員：町づくり部(若干名)

人づくり部(20名程度)

福祉部(12名程度）

任期：２年(再任可)

令和３年４月１日～令和５年３月31日

報酬(部員)：年2,500円程度(総会で決定)

募集締め切り：令和３年２月24日(水)

申し込み先：協議会事務所

東西町地域振興協議会会長の公募をします

現会長の一身上の都合により退職したいとの意向

を受け、協議会会長候補者を公募します。

任期：令和３年４月１日～令和４年３月31日

報酬：月額100,000円

公募の期間：令和３年２月16日(火)

～２月24日(水)

応募される方は住所、氏名、連絡先を用紙に記入

の上、ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出

下さい。会長候補者は、公募を含めて選考委員会、

運営委員会で選考し総会に提案します。

雪の降る中の
準備でした

厳粛なお焚き上げ神事
石田部長による祝詞の奏上

林 原 悠 花(1区)

岩 﨑 弘 志(2区)

土 江 俊 輔(3区)

西 田 彩 音(3区)

福 家 航 希(3区)

本 間 夕 貴(3区)
(令和２年度成人式名簿による)

成人を検索すると、「人」が「成」。

「一人前」である。法的には、単独で法律行為が

行えるようになる年齢のこと。・・・諸説あり

子どもの手本となる行動をしましょう。

祝 成人

谷口会長のあいさ
つでとんどさん開始

日 曜日 ２月の予定表
1 月 つどい100体/卓球

2 火

3 水

4 木 習字

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

6 土 ＜雪とあそぼう＞ ソフトバレー

7 日 写真/万寿会ゴミ拾い

8 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球

9 火

10 水

11 木 習字/２区サロン

12 金 コミセン100体

13 土 ソフトバレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ＊布類

14 日

15 月 つどい100体/卓球

16 火 まちの保健室

17 水

18 木 笑いヨガ/習字

19 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

20 土 わくわくショップ9:00～/ソフトバレー/万寿会GG総会

21 日 子ども会役員会/マージャン

22 月 児童クラブ説明会/つどい100体/布とあそぶ/卓球

23 火

24 水

25 木 習字

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

27 土 ソフトバレー/低山会

28 日 3区理事会

３月の予定
リサイクル【青少年育成会】

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

14 日 バウンスボール大会【人づくり部】

7 日
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施設を利用される時はハンカチ持参で

施設のごみ箱は撤去しています。

トイレ等の手拭きにハンカチを持

参ください。

西町バス停草取り及び清掃を
３月から再開します

コロナ禍のために班での清掃等

を休止していましたが、３月から

再開します。順番表は班長に配布

しています。前回の順番通り３月

は２区５班からです。

密にならないようにお願いします。

器具庫周辺の駐車等について

器具庫には、災害発生時に使

用する土のう用砂や物品等が備

えてあります。緊急時にスムー

ズな対応ができるために駐車禁

止にしています。分別ごみの排

出時にもシャッターの前等は物

の出し入れができるようにスペー

スを開けるようにお願いします。

コミセン南側駐車場舗装工事完了

未舗装のままだったコミセン南側

駐車場の舗装工事が完成しました。

ラインに沿って駐車してください。

器具庫内が見渡せるように整理しました

緊急時のスムーズな対応のために・・・

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


