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会報まち４月
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

新１年生です ～よろしくおねがいします～

11年前にごみの減量化で取り組んだポイント制度を、今回は、交流と健康づくりで行うことにいたしま

した。事業に参加することで、多くの方とふれあい、心身の健康づくりを目指します。

開始：平成31年７月から

内容：東西町地域振興協議会のポイント制度対象行事に参加するとポイントがもらえます。

たまったポイントは地域通貨に交換し、対象の行事で使用できます。

参加対象：東西町地域振興協議会会員(小学生以上)

ポイント対象行事：

①さつき祭

②東西町防災訓練

③夏祭り

④運動会

⑤健康ウォーキング

⑥健康講演会

⑦各サロン

⑧まちの保健室

⑨100歳体操

⑩夏休みみんなでラジオ体操

⑪毎日のウォーキング(＊18歳以上が対象)

みなさんどうぞご参加ください。

カードのお渡し方法等、詳細は会報「まち」でその都度お知らせします。

ふれあい健康づくりポイント制度開始

もりや
ぎんじ

おがわ
ふうあ

くぼ
ゆう

ふじはら
まいか

さくの
あこ

もりや
れお くらさき

ゆしん

かめやま
はると

あかぎ
のえか

おだ
そうすけ

行事に参加するといろい

ろな人と出会えるし、それに

ポイントがもらえるのよ！

みんなで参加しようね。
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東西町地域振興協議会

通常総会のお知らせ

日程：４月14日(日)

受付：混雑しますので、下記の時

間にお願いします。

★班長受付：8:20～8:40

(班の委任状を提出ください。)

★一般受付：8:30～8:50

新旧区長・班長は必ずご出席を

お願いします。現班長は班の委任

状を受付に提出してください。

現理事、班長の任期は総会日ま

でです。新たに任に就かれる方に

対しても、お互い様の気持ちで皆

で助け合っていきましょう。

スプレー缶の出し方が

変わります

全国で中身の残ったスプレー

缶やカセットボンベの穴開けに

よる事故が起こっていることか

ら、スプレー缶の出し方が変更

になります。

４月から穴を開けないで出し

てください。

＊必ず使い切ってガスを抜い

て出してください。

おせの背中を魅せていますか？

東西町スポーツ広場では、子供

達はもとより多くの方の利用があ

ります。

その中にあって、先日ある利用

団体の方からこんなにごみが落ち

ていたよ！と事務所に持って見え

ました。食べたお菓子の袋や空き

缶などでした。

ごみを持ち帰るようにして、お

せの背中を魅せませんか！！

菓子袋、ジュース缶等

連休中の業務について
４月27日(土)～５月６日(月)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。

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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３月16日(土)道路の穴埋め作業を町づくり部員の

有志で実施しました。

今年度、購入した中古のプレーナー（振動機械）

が初めてその威力を発揮

しました。

穴埋めの材料は町から

の支給です。

道路の穴埋め作業

２月から３月にかけて、全区で区会及び人権学習会が開催さ

れ、合計60名の参加がありました。

人権学習会では教育委員会の新井人権担当から、身元調査な

どに戸籍・住民票が不正取得されないように本人通知制度の事

前登録の説明のあと、DVDを観て高齢者の人権や若者との交流な

どについて学習しました。

その後、区会に移り参加者から出た課題や要望な

どについての話し合いが持たれました。

課題や要望が出た区には、事務局の見解を入れて

班内回覧をしました。

区会及び人権学習会

朝から雨がふっていて、このままだと中止になる

かな？とあきらめかけていましたが、日頃の皆さん

の行いが良かったのでしょうか！いざ出発前になり

見事にやんでくれました。

今年で４回目となる中学新１年生対象の通学路確

認。肌寒い中でしたが、新１年生18名の内、参加し

たのは15名と保護者、役員の方々14名で中学校まで

の通学路の危険箇所などを確認しながら、列に並ん

で往復しました。

中学校までの道のりは片道30分と慣れない道です

が、これから毎日３年間

通わないといけないので、

安全運転で元気に通って

もらいたいです。

青少年育成会

会長 松本和緒

中学新１年生自転車通学路確認

地区の自転車愛好
家の方に並走してい
ただき安全に往復で
きました

今までは人力でしたが、
とても楽に作業ができる

ようになりました

珍客の訂正です

先月号でお知らせした

奥堤池で見かけた珍客は、

ソデグロズルではなく、

コウノトリだったようで

す。

３区12名 ４区20名

２区20名

１区８名
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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、バス停でランドセルに反射材を貼り

付けます。

日時：４月１０日(水)

登校時のバス待ち時間

場所：つどい前バス停及び東町バス停

東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

日時：４月１４日(日)9:00開会

場所：コミセン

＊靴の間違いがありますので、靴袋をご準備ください。

★総会議案書が事前に必要な方は、事務局に申し込

んでください。

申込み：４月11日(木)まで

お渡し：４月12日(金)15:00～17:00の間に協議会

事務所でお渡しします。

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１５日(月)19:30～

場所：コミセン(大集会室)

いちご狩りとミステリーツアー【人づくり部】

日時：４月２１日(日)

8:40コミセン出発～12:00帰着

行き先：いちご狩り(安来市)⇒ミステリー(米子市内)

交通手段：社協バス

参加料：1,600円(当日徴収）

持ち物：お茶

申込み：先着30名(4月1日から受け付け開始します。)

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

今年度最後のリサイクル活動

が３月10日(日)に行われました。

小雨降る中、小学生、子供育

成会、中学育成会、青少年育成

会のメンバーが回収に廻りまし

た。

今は様々な場所でリサイクル

の回収ができるようになってい

ますが、持ち込まなくてはいけ

ません。東西町のリサイクル品

は所定の場所への搬出が困難な

高齢の方などは、家の前でも回

収します。高齢化がすすむ東西

町のためにも、今後もリサイク

ル活動を続けていきたいと思い

ます。

森山まゆみ(2-2)

鳥取大学の地域学部の知恵をお借りして東西町地

域振興協議会の、第３期地域づくり計画書を策定し

ます。

３月７日鳥取大学地域学部の竹川准教授と東根先

生にお越しいただきアンケートのとり方等について

打ち合わせを行いました。

町づくりを持続して行くことについて、意見や提

案をしていただきました。

第３期地域づくり計画書の策定

こんにちは、同好会(布とあそぶ)です。

４月から活動します。布も人もたくさんの方とあそ

びたいです。参加してください。

活動日時：第１・２・３(月曜日)

13:00～16:00

場所：コミセン(和室)

指導者：阿部栄子(1-1)

代表者：全 貞子(4-2)

リサイクル

新同好会のお知らせ

自宅前に置いている方
等、多くの方が積み込み

をされる姿が見られまし

た

雨の中でも子供たちは元気一杯に参加してくれました

鳥取大学(竹川准教授と東根先生)との打ち合わせ
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