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会報まち８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

この制度は、交流と健康づくりを目的に対象とした行事への参加や、

毎日のウォーキングを行った場合にポイントが付与され、その

ポイントは地域通貨と交換でき野菜市やわくわくショップ、

対象の行事等で利用できるというものです。

令和元年度(６月末で終了)は、46名の方がふれあい通貨(地

域通貨)と交換されました。今回は、参加者が想定より少なく、

１ポイント２円で計算(一の位は四捨五入)しました。最高は

1,058ポイントで2,120円分のふれあい通貨を獲得された方がおら

れました。

「自分のための健康づくりや、行事に参加し楽しませてもらっ

てポイントが貯まるなんて！」と喜びの声をいただいています。

ふれあい通貨の利用は、今月から来年７月までです。早速、今月１日に開催される野菜市からでも使用

できます。

令和２年度も、一部ポイント対象事業を変更して実施しますので、皆さん是非ご参加ください。

(※参加人数等によりポイント額を変更する場合もあります。)

新しいポイントカード(ピンクカード)は、協議会事務所玄関外に封筒に入れて置いてあります。また、

各ポイント対象行事の会場でもお渡しします。

＜注意事項＞

１．個人カードですので、共用はできません。必ず氏名を記入してください。

２．カードの紛失等によるポイントの移行はできません。１人１枚です。

３．ポイントは当日の会場での付与のみです。忘れないように持参ください。

参加して交流してポイントをもらいましょう。

ふれあい健康づくりポイント制度～ふれあい通貨利用開始～

平成25年６月の開設当時から、コミュ

ニティホーム「西町の郷」の統括管理

者として、佐藤重明さん(4-2)にお世話

になっていましたが、７月から原 和

正さん(4-2)に交代されました。

佐藤さんには、「西町の郷」の立ち

上げから長い間大変お世話になりました。

ありがとうございました。

また、原さんには、協議会会長を退任されたばかりですが、引

き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

昼間の居場所として「西町の郷」を利用したい方がおられまし

たら協議会までお知らせください。

また、サポートスタッフ、送迎ボランティアも募集しています。

東西町地区の３箇所に設置してあ

る住宅案内看板の名前が消えている

ものや変更してなかったもの等、計

38件の整備を行いました。

コミュニティホーム「西町の郷」
統括管理者の交代

住宅案内看板整備

３箇所に設置されている看板を整備しました

今年度のカード(ピンクカード)

ポイントと交換したふれあい通貨(地域通貨)

利用者から感謝の言葉と
お品を贈られました

日 曜日 ８月の予定表

1 土
＜夏休み みんなでラジオ体操７/31～8/23まで〉
野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

2 日 まちづくり部会/写真

3 月 布とあそぶ/卓球/万寿会GG

4 火 男のクッキング

5 水

6 木 習字/籐あみ/万寿会GG

7 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

8 土 ソフトバレー　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　＊布類

9 日 マージャン

10 月 卓球/万寿会GG

11 火 野菜市8:30～

12 水

13 木 習字/万寿会GG

14 金

15 土 ソフトバレー

16 日 ＜仏様送り＞

17 月 布とあそぶ/卓球/万寿会GG

18 火

19 水

20 木 習字/万寿会GG

21 金 ＊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8:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

23 日

24 月 卓球/万寿会GG

25 火 まちの保健室

26 水

27 木 習字/万寿会GG

28 金 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日 運営委員会

31 月 卓球/万寿会GG

９月の予定

子供みこし【実行委員会】中止
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マスクでの熱中症に注意！

１人での散歩や、人

のいないところでは

マスクは外しましょう。

こまめに水分を摂りましょう。

体調が悪い時は無理しないで休む

等、熱中症に気をつけましょう。

８月の野菜市

日時：１日(土)
11日(火)[盆前の野菜市]
22日(土)

8:30～
場所：つどい前

マイバッグや小銭の準備、マス
ク不着用の方はご遠慮ください。
ふれあい通貨の利用ができます。

わくわくショップは休止します

新しい生活様式の徹底を！

事務局及び各部では、今後の行

事についても、できることをでき

る形で行うために検討を重ねてい

ます。私達一人一人が新しい生活

様式を徹底することが行事等の再

開に繋がります。

マスクの着用や消毒、手洗い、

間隔を空ける等でwithコロナへご

協力をお願いします。

東西町スポーツ広場外部利用予約

日程：8月23日(日)・8月30日(日)

時間：9:30～11:30

事務所の休みについて

８月12日～14日の間は休みます。
緊急時には事務所及びコミセン玄関

に掲示してある連絡先にお願いします。

コミセン・つどい利用後の消毒

コミセンとつどいに次亜塩素酸水

タンク、スプレー容器、ペーパータ

オルを準備しました。

次亜塩素酸水のタンクからスプレー

容器に小分けして、使用後のテーブ

ル等に散布し、ペーパーで拭き取っ

てください。手等には使用できませ

ん。

必ず元の場所に戻してください。

＜なんぶっこ夏休み塾＞
日程：３(月)・４(火)・５(水)
時間：9:00～10:30
場所：つどい

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、福祉・防災の原点でもある見守り活動を行っています。対象は、65歳以上の独居者や、

80歳以上の高齢者世帯等です。見守りを受けられる側の意向を尊重した上で、灯火の確認や窓や障子の

開閉等で見守りを行っています。

今年は７月に、各区ごとに区長・民生委員・福祉部員・地域福祉委員、保健師・社協の担当者や事務

局で、見守り対象者の見直しを行いました。

西町バス停北側につげの木を３本植えて育ててい

ます。時々、この木はな～に？と尋ねる方もおられ

ましたので、トトロの完成図を設置しました。

先月、刈り込みを

行いました。大分ト

トロに近づいてきま

したので、完成図と

比較してみてくださ

い。

早朝からごみ収集日には「カー、カー」とカラ

スが生ごみ等をつついて散乱させていることが度々

あり、会報「まち」７月号でも生ごみ等を新聞紙で

くるんで中身が見えないようにとお願いしていまし

た。その効果もあり、被害は減ったようですが、今

後も引き続き注意が必要です。

また、ごみ袋のネットかけが不十分で、はみ出し

ている袋もあります。ネットをかける時には全ての

ごみ袋がネットからはみ出さないことや、ネットの

すそに余裕があ

ることを確認し

てください。

散乱したご

みは近所の方

等が片付けてく

ださっています。

ありがとうご

ざいます。

福祉会～見守り対象者の見直し～

可燃ごみのカラス被害が軽減しました
トトロのトピアリー

完成予想図(左)と完成途中のつげの木

ネットのすそに余裕ができるようにかけてくださ
い。

香典返し(ご寄付をいただきました)

２区４班 北野様よりご寄付をいただきました。

ありがとうございました。

この寄付金は、東西町地域振興協議会一般会計

に入金し、有効に活用させていただきます。

１区

２区

３区
４区

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

1区4班 岩崎 誠 西町102
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夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

日程：７月31日(金)～８月23日(日)

8/12～8/15までは休み

時間：毎朝7：00～7：15

場所：地区内４ヶ所(今年から１箇所増えました)

(どこで参加してもいいです。)

１区 荒木様宅周辺(1-1)

２区 元新宝楽様駐車場

３区 東西町スポーツ広場(新たに加わりました)

４区 第一設計様事務所周辺

内容：ＣＤでラジオ体操第一、第二を行います。

スタンプカードは会場でお渡しします。

皆勤の方を表彰します。

子供達の安全の見守り等にも大人の方のご協力を

お願いします。

新しい生活様式の徹底をお願いします。体調の悪

い方やマスク不着用の方は、ご遠慮ください。

なんぶっこ夏休み塾 東西町教室【事務局】

日時：８月３日(月)・４日(火)・５日(水)

9:00～10:30

場所：つどい

申込みは締め切りましたが、参加希望の方は事務

所へお問い合わせください。

夏祭り中止

今年の夏祭りは、コロナ禍のために中止すること

にいたしました。

東西町花火打ち上げに向け調整中です

閉塞感漂う毎日ですが、

コロナに負けないように

「元気出そう花火」を打ち

上げます。自宅や自宅周辺

からご覧ください。密にな

らないようお願いします。

日程は調整中です。決まりましたら放送でお知ら

せします。

仏様送り【町づくり部】

日時：８月16日（日）受付：15:00～ 読経15:30～

場所：コミセン

詳細については回覧等でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

第３期地域づくり計画書作成のために、地区外に

住んでおられる40歳代までの方にアンケートを昨年

８月にお願いしました。

そのお礼として、夏祭りの屋台等で使える「夏祭

りご利用券」をお渡ししていました。

コロナ禍のために今年の夏祭りは中止になりまし

たので、ご利用券の利用期限を、

来年の夏祭りまで延長することに

いたしました。

ご理解をお願いします。

南部町社会福祉協議会が「助け愛マスクキャンペー

ン」を行っています。社会福祉施設や学校で使用す

るため１日に何枚も必要のようです。

○未使用(新品)のマスクがありましたら(布製・紙

製問わず)寄付をお願いします。

○回収方法は、東西町地域振興協議会事務所に回収

ボックスがあります。

時間外の場合はポストに

入れていただいても良いで

す。

ご協力をお願いします。

今月から可燃ごみの減量とリサイクル推進のため

に、布類の分別回収がはじまりました。日程は４頁

の予定表に記載しています。

布類専用袋の価格：20枚入り400円(税込)

可燃ごみ袋(大)と同じ大きさです。

販売店：町内では、丸合、コメリ、ナフコ、セブン

イレブン、ウｴルネス、

たけうち、ローソン、

ＪＡグリーンなんぶ、

ローズちゃん号でも販売

しています。

回収場所：分別ごみ集積場

排出時間：８時まで

布類の分別回収が始まります

ポイント
対象

第３期地域づくり計画書転出者アンケー
トによる「夏祭りご利用券」の延長

未使用のマスクを回収しています
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E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

この制度は、交流と健康づくりを目的に対象とした行事への参加や、

毎日のウォーキングを行った場合にポイントが付与され、その

ポイントは地域通貨と交換でき野菜市やわくわくショップ、

対象の行事等で利用できるというものです。

令和元年度(６月末で終了)は、46名の方がふれあい通貨(地

域通貨)と交換されました。今回は、参加者が想定より少なく、

１ポイント２円で計算(一の位は四捨五入)しました。最高は

1,058ポイントで2,120円分のふれあい通貨を獲得された方がおら

れました。

「自分のための健康づくりや、行事に参加し楽しませてもらっ

てポイントが貯まるなんて！」と喜びの声をいただいています。

ふれあい通貨の利用は、今月から来年７月までです。早速、今月１日に開催される野菜市からでも使用

できます。

令和２年度も、一部ポイント対象事業を変更して実施しますので、皆さん是非ご参加ください。

(※参加人数等によりポイント額を変更する場合もあります。)

新しいポイントカード(ピンクカード)は、協議会事務所玄関外に封筒に入れて置いてあります。また、

各ポイント対象行事の会場でもお渡しします。

＜注意事項＞

１．個人カードですので、共用はできません。必ず氏名を記入してください。

２．カードの紛失等によるポイントの移行はできません。１人１枚です。

３．ポイントは当日の会場での付与のみです。忘れないように持参ください。

参加して交流してポイントをもらいましょう。

ふれあい健康づくりポイント制度～ふれあい通貨利用開始～

平成25年６月の開設当時から、コミュ

ニティホーム「西町の郷」の統括管理

者として、佐藤重明さん(4-2)にお世話

になっていましたが、７月から原 和

正さん(4-2)に交代されました。

佐藤さんには、「西町の郷」の立ち

上げから長い間大変お世話になりました。

ありがとうございました。

また、原さんには、協議会会長を退任されたばかりですが、引

き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

昼間の居場所として「西町の郷」を利用したい方がおられまし

たら協議会までお知らせください。

また、サポートスタッフ、送迎ボランティアも募集しています。

東西町地区の３箇所に設置してあ

る住宅案内看板の名前が消えている

ものや変更してなかったもの等、計

38件の整備を行いました。

コミュニティホーム「西町の郷」
統括管理者の交代

住宅案内看板整備

３箇所に設置されている看板を整備しました

今年度のカード(ピンクカード)

ポイントと交換したふれあい通貨(地域通貨)

利用者から感謝の言葉と
お品を贈られました

日 曜日 ８月の予定表

1 土
＜夏休み みんなでラジオ体操７/31～8/23まで〉
野菜市8:30～/銭太鼓/ソフトバレー

2 日 まちづくり部会/写真

3 月 布とあそぶ/卓球/万寿会GG

4 火 男のクッキング

5 水

6 木 習字/籐あみ/万寿会GG

7 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

8 土 ソフトバレー　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　＊布類

9 日 マージャン

10 月 卓球/万寿会GG

11 火 野菜市8:30～

12 水

13 木 習字/万寿会GG

14 金

15 土 ソフトバレー

16 日 ＜仏様送り＞

17 月 布とあそぶ/卓球/万寿会GG

18 火

19 水

20 木 習字/万寿会GG

21 金 ＊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8:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

23 日

24 月 卓球/万寿会GG

25 火 まちの保健室

26 水

27 木 習字/万寿会GG

28 金 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日 運営委員会

31 月 卓球/万寿会GG

９月の予定

子供みこし【実行委員会】中止
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マスクでの熱中症に注意！

１人での散歩や、人

のいないところでは

マスクは外しましょう。

こまめに水分を摂りましょう。

体調が悪い時は無理しないで休む

等、熱中症に気をつけましょう。

８月の野菜市

日時：１日(土)
11日(火)[盆前の野菜市]
22日(土)

8:30～
場所：つどい前

マイバッグや小銭の準備、マス
ク不着用の方はご遠慮ください。
ふれあい通貨の利用ができます。

わくわくショップは休止します

新しい生活様式の徹底を！

事務局及び各部では、今後の行

事についても、できることをでき

る形で行うために検討を重ねてい

ます。私達一人一人が新しい生活

様式を徹底することが行事等の再

開に繋がります。

マスクの着用や消毒、手洗い、

間隔を空ける等でwithコロナへご

協力をお願いします。

東西町スポーツ広場外部利用予約

日程：8月23日(日)・8月30日(日)

時間：9:30～11:30

事務所の休みについて

８月12日～14日の間は休みます。
緊急時には事務所及びコミセン玄関

に掲示してある連絡先にお願いします。

コミセン・つどい利用後の消毒

コミセンとつどいに次亜塩素酸水

タンク、スプレー容器、ペーパータ

オルを準備しました。

次亜塩素酸水のタンクからスプレー

容器に小分けして、使用後のテーブ

ル等に散布し、ペーパーで拭き取っ

てください。手等には使用できませ

ん。

必ず元の場所に戻してください。

＜なんぶっこ夏休み塾＞
日程：３(月)・４(火)・５(水)
時間：9:00～10:30
場所：つどい

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


