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会報まち６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

生活課題解決会議開催

２区３班から２件の生活課題に関する要望が出されました。

解決するために、班長⇒区長⇒事務局という流れで検討を進め、

関係のある班長や区長には、現地確認をしていただいた上で話し

合いを行いました。結果は、該当する区や班へ回覧等でお知らせ

します。

自宅前や自宅周辺の道路の穴を自分たちで補修

会報「まち」４月号で、班や個人でできる身近な生活課題は自分たちで解決して

いただくようにお願いしていましたが、先月、自宅前道路の穴を補修したいと１区

の班長や２区の会員の方が相談に来られました。このような考え方を広げて持続可

能な町づくりをしていただきたいと思いますので、ご協力をお願いします。

材料等は協議会が準備しますので、事前にご相談ください。

令和３年５月20日から避難情報が下記のように変

更され、避難勧告は廃止されました。

～ここまでに必ず避難！～

避難する場所、避難方法等、

日頃から考えておきましょう。

①ふれあい通貨(地域通貨)のご利用期間

令和３年７月17日(土)までとなっています。

期限が過ぎたものは無効となりますので、お早め

にご利用ください。野菜市で利用できます。

②令和２年ふれあい健康づくりポイント(ピンク)カー

ドの回収をします。

回収期間：７月１日～15日

(記名の上、事務所ポストに投函してください。)

③ふれあい通貨(地域通貨)のお渡し

ピンクカードを提出された方は、ふれあい通貨を

お渡しします。７月20日～７月30日に事務所にお

越しください。

(ふれあい通貨の利用期間：

令和３年８月１日～令和４年７月17日です。)

④令和３年ふれあい健康づくりポイントカード発行

令和３年の新たなカードを発行します。７月１日

(木)から協議会又はコミセンの玄関前に封筒に入

れて置きますので、お取り下さい。

※コロナ禍のためにポイント対象内容を一部変

更していますので、ご確認ください。

ふれあい健康づくりポイント
有効期限とカード回収・発行

身近な生活課題をみんなで解決

避難情報の変更
避難指示(レベル４)までに必ず避難

該当する区長・班長と生活課題についての要望を
解決するための話し合いを行いました。

警戒レベル５＝緊急安全確保

すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。(警戒

レベル５)緊急安全確保の発令を待ってはいけません！

警戒レベル４＝避難指示
危険な場所から全員避難しましょう。

警戒レベル３＝高齢者等避難
避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、

危険な場所から避難しましょう。

(気象庁からの情報)

警戒レベル２＝大雨・洪水・高潮注意報

警戒レベル１＝早期注意報

２区１班道路の穴埋め作業
をする山崎さんと渡邉さん

日 曜日 ６月の予定表
1 火

2 水

3 木 習字/万寿会GG

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

5 土 銭太鼓/ソフトバレー

6 日 ＜春の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練＞

7 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

8 火

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金 コミセン100体

12 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー                   ＊布類

13 日

14 月 １区福祉会/つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

15 火 ４区福祉会/１区サロン/２区サロン

16 水

17 木 ２区福祉会/笑いヨガ/習字/万寿会GG

18 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)

19 土 銭太鼓/ソフトバレー

20 日 【東西町コロナワクチン集団接種日】

21 月 卓球/万寿会GG

22 火

23 水

24 木 ３区福祉会/習字/万寿会GG

25 金 コミセン100体                                          ＊不燃ごみ

26 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

27 日 ＜リサイクル＞＜公共スペース草刈り作業＞

28 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

29 火 青パト講習会

30 水

７月の予定
3 土 防災訓練(安否確認協力委員リーダー対象)【事務局】

18 日 避難・通報・消火訓練・AED講習会【事務局】

22 木 夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】
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カラス被害が可燃ごみ・軟プラ類にも

可燃ごみ

ネットがかかっていないところ

のごみ袋をカラスが荒らしていま

す。生ごみは、新聞紙等で包み、

必ずネットのかかる場所に置いて

ください。

分別ごみ(軟プラ類)

食品の入っていたプラ容器を、

きれいだからと洗わずにそのまま

プラ類で出すとカラスが荒らしま

す。必ず洗ってください。

空き巣や侵入盗に注意！！

気温も高くなり窓等を開ける

ことも多くなりました。僅かな

時間の外出でも必ず戸締まりを

お願いします。就寝中でも侵入

された事例もありますので、ご

注意ください。

熱中症にも注意！！

この時期は体が暑さに慣れて

いません。更にマスク着用での

息苦しさ！

温度がそれほど上がってなく

てもこまめに水分を摂るなどし

て、熱中症を予防しましょう！

可燃ごみ・分別ごみの出し方

とにかく名前又は番地を明記！

(２頁にも記載しています)

野菜市再開しています

毎月第２・第４(土曜日)９時～

わくわくショップ８月まで休止します。

東西町スポーツ広場

６月20日（日）・27日（日) 9:30～11:30

この時間の利用はできません。

野菜づくり同好

会のこだわりの

野菜市が再開し

ました。

マスク・マイバッ

グ・小銭を準備し

てお越しください。

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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とにかく名前又は番地を明記し、

回収後の確認をしてください。

可燃ごみは指定袋に入れてください

指定袋以外に可燃ごみを入れた物に、指定袋を付

けて出した場合は回収されません。

※布団等は、現在はまだ可燃ごみでも回収しても

らえますが、布類にお願いします。

分別ごみのざつがみ・小雑紙

★ざつがみは、平成20年の可燃ごみ減量化エコ推

進運動促進のため、東西町独自の取り組みです。

ティッシュペーパーの箱の厚さを基準にしていま

す。

ティッシュペーパーの箱より薄い物は、ざつがみ

として紙袋又は紐で結んで古紙類に出してくださ

い。ティッシュペーパーの箱より厚い物はダンボー

ルへ。

★小雑紙は平成29年から町の取り組みです。

シュレッダーした紙やはがき等は、透明な袋に入

れて軟プラ類に出してください。

東西町からコンビニがなくなり、日々の買い物に

困っている人も多いと思います。運転免許証を返納

される人も増えてきます。高齢者には、インターネッ

ト通販という選択は少しハードルが高いというのが

本音です。

今回、ジョカが始めた買い物支援は、お年寄りの

ためにというのが目的の一つなのでしょう。

まるごう西伯店のチラシや一覧表から品物を選ん

で申し込めるというの

がいいところです。結

構な品揃えがあります。

見守りを兼ねた地域

に根差した支援となる

よう試行錯誤を重ねて

いただきたいと思いま

す。

３区３班 東谷 直

ジョカの買物支援事業促進

東西町地区には不在地主(空き地・空き家を含む)

箇所が40箇所程あります。遠方等の理由で草刈り等

の管理ができない方へは、草刈り要請を文書で行っ

ています。委託を受けた箇所の草刈り作業は、春と

秋の一斉清掃に合わせて地区の方にお願いしていま

す。これは、協議会が発足する以前の自治会から引

き継いで行っています。更に、平成22年からは、草

刈り後の写真を撮って、入金のあった皆さんに送り、

信頼関係を構築し

ています。

４月に地区内で発生した火災の検証会の結果を受

けて、６月６日の一斉清掃後に全班を対象に消火栓

とホース接続訓練を行うことにいたしました。

５月９日(日)には区ごとで理事・班長を対象に消

火栓とホース接続講習会を開催しました。指導は、

地区内にいらっしゃる元消防関係者、防災士、消防

団、選任された一般の方にお願いしました。

急な要請にも関わらず、殆ど全員の理事・班長が

熱心に受講されました。

６月６日(日)の清掃後には、班の皆さんと一緒に

消火栓とホース接続要領の確認をお願いします。

不在地主草刈り委託

自宅まで配達してもらえます

草刈り終了の連絡が
入ったら直ぐに写真を撮っ
て送付の準備をします。
(１ヶ所づつ丁寧に撮影
する副会長))

消火栓とホース接続講習会

区ごとで行われた理事・班長対象の講習会(１区)

可燃ごみ・分別ごみ排出

公共スペースの草刈りは６月27日に予
定していますが、町づくり部の有志の方

が作業されている姿がありました。
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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】

●一斉清掃

日時：６月６日(日)7:50～ラジオ体操

8:00～一斉清掃

★清掃：班長の指示に沿って公共スペース及び自宅

回りの除草や側溝等の清掃をお願いします。

★各自で処分等をお願いします

宅地、管理地、所有地等の草取りやはみ出し樹木

の剪定・処分、物置等の整理

●消火栓とホース接続訓練(全班)

清掃終了後、班ごとに班長・理事と一緒に消火栓

とホース接続訓練を行います。

東西町防災訓練

６月20日(日)に予定していましたが、コロナワクチン

集団接種のため、下記のように変更します。

日時：７月３日(土)9:00～11:00

場所：つどい

対象：コロナ禍のため、安否確認協力委員リーダー

と事務局で行います。

内容：避難情報の変更による安否確認協力委員の

役割確認・ダンボールベッドの組み立て講習

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：６月27日(日)9:00～回収に回ります。

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

また、積み込み等へのご協力もお願いします。

回収物(下記のようにして出してください。)

●新聞紙・雑誌⇒新聞紙と雑誌は分け、十文字にひ

もで結んでください。

●ダンボール⇒ひもで十文字に結んでください。

●アルミ缶⇒中を水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

公共スペースの草刈り作業【町づくり部・人づくり部】

一斉清掃で出来なかった公共スペースの草刈り作

業を、町づくり部と人づくり部が共同して行います。

日時：６月27日(日)10:00～11:00

集合：コミセン南側駐車場に作業のできる服装で集

合してください。草集め作業の人手も必要ですので

皆さんのご協力をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

こんにちは、社会教育委員の土江佳子(3-3)です。

委員会で学んだことを皆さんに紹介します。

今回ご紹介するのは、４月に全戸配布された「給

食レシピBOOK」です。皆さん目を通されましたか？

地元を離れて１人暮らしをしている南部町出身の

学生に、コロナ禍だからこそ健康的な食事をとって

ほしいと作成された本です。普段はあまり連絡をよ

こさない息子からもレシピBOOKについて「給食のは

りはり汁美味しかったなぁ。きなこあるけん、きな

こパン作ろうかな」と嬉しい電話がありました。

このレシピ本のお勧めポイントは、①工程が少な

い②食材・調味料が身近なもの③給食メニューなの

で、栄養満点。私達も満足できるレシピ本です。県

外にいる30歳の娘に板ワカ

メと一緒に送りました。

家族や親戚、友人等に紹

介したいと思われる方は、

南部町のホームページから

ダウンロードもできます。

また、協議会にも置いて

ありますので、お立ち寄り

ください。

この時期になると空き巣や侵入盗による被害が出

ます。東西町では、パトロール隊を組んで皆さんに

注意を呼びかけます。１シーズンに１～２回 協議

会号で地区内を約１時間、録音テープを流しながら

運転するパトロールボランティアを募集しています。

皆さんのご協力をお待ちしています。ボランティア

にご協力いただける方は、１時間程度の講習会を受

講していただきます。

講習会：６月29日(火)

14:00～

場所：つどい

＊男女問いません

ので、協議会事務

局まで連絡をお願

いします。

青パトボランティアを募集しています

入会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします。

１区１班 高石佳代子 西町173ﾌｧｲﾝｳﾞｭｰ201号

社会教育委員から
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とにかく名前又は番地を明記し、

回収後の確認をしてください。

可燃ごみは指定袋に入れてください

指定袋以外に可燃ごみを入れた物に、指定袋を付
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※布団等は、現在はまだ可燃ごみでも回収しても

らえますが、布類にお願いします。
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急な要請にも関わらず、殆ど全員の理事・班長が

熱心に受講されました。

６月６日(日)の清掃後には、班の皆さんと一緒に
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入ったら直ぐに写真を撮っ
て送付の準備をします。
(１ヶ所づつ丁寧に撮影
する副会長))

消火栓とホース接続講習会

区ごとで行われた理事・班長対象の講習会(１区)

可燃ごみ・分別ごみ排出

公共スペースの草刈りは６月27日に予
定していますが、町づくり部の有志の方

が作業されている姿がありました。
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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】

●一斉清掃

日時：６月６日(日)7:50～ラジオ体操

8:00～一斉清掃

★清掃：班長の指示に沿って公共スペース及び自宅

回りの除草や側溝等の清掃をお願いします。

★各自で処分等をお願いします

宅地、管理地、所有地等の草取りやはみ出し樹木

の剪定・処分、物置等の整理

●消火栓とホース接続訓練(全班)

清掃終了後、班ごとに班長・理事と一緒に消火栓

とホース接続訓練を行います。

東西町防災訓練

６月20日(日)に予定していましたが、コロナワクチン

集団接種のため、下記のように変更します。

日時：７月３日(土)9:00～11:00

場所：つどい

対象：コロナ禍のため、安否確認協力委員リーダー

と事務局で行います。

内容：避難情報の変更による安否確認協力委員の

役割確認・ダンボールベッドの組み立て講習

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：６月27日(日)9:00～回収に回ります。

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

また、積み込み等へのご協力もお願いします。

回収物(下記のようにして出してください。)

●新聞紙・雑誌⇒新聞紙と雑誌は分け、十文字にひ

もで結んでください。

●ダンボール⇒ひもで十文字に結んでください。

●アルミ缶⇒中を水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

公共スペースの草刈り作業【町づくり部・人づくり部】

一斉清掃で出来なかった公共スペースの草刈り作

業を、町づくり部と人づくり部が共同して行います。

日時：６月27日(日)10:00～11:00

集合：コミセン南側駐車場に作業のできる服装で集

合してください。草集め作業の人手も必要ですので

皆さんのご協力をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

こんにちは、社会教育委員の土江佳子(3-3)です。

委員会で学んだことを皆さんに紹介します。

今回ご紹介するのは、４月に全戸配布された「給

食レシピBOOK」です。皆さん目を通されましたか？

地元を離れて１人暮らしをしている南部町出身の

学生に、コロナ禍だからこそ健康的な食事をとって

ほしいと作成された本です。普段はあまり連絡をよ

こさない息子からもレシピBOOKについて「給食のは

りはり汁美味しかったなぁ。きなこあるけん、きな

こパン作ろうかな」と嬉しい電話がありました。

このレシピ本のお勧めポイントは、①工程が少な

い②食材・調味料が身近なもの③給食メニューなの

で、栄養満点。私達も満足できるレシピ本です。県

外にいる30歳の娘に板ワカ

メと一緒に送りました。

家族や親戚、友人等に紹

介したいと思われる方は、

南部町のホームページから

ダウンロードもできます。

また、協議会にも置いて

ありますので、お立ち寄り

ください。

この時期になると空き巣や侵入盗による被害が出

ます。東西町では、パトロール隊を組んで皆さんに

注意を呼びかけます。１シーズンに１～２回 協議

会号で地区内を約１時間、録音テープを流しながら

運転するパトロールボランティアを募集しています。

皆さんのご協力をお待ちしています。ボランティア

にご協力いただける方は、１時間程度の講習会を受

講していただきます。

講習会：６月29日(火)

14:00～

場所：つどい

＊男女問いません

ので、協議会事務

局まで連絡をお願

いします。

青パトボランティアを募集しています

入会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします。

１区１班 高石佳代子 西町173ﾌｧｲﾝｳﾞｭｰ201号

社会教育委員から
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会報まち６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

生活課題解決会議開催

２区３班から２件の生活課題に関する要望が出されました。

解決するために、班長⇒区長⇒事務局という流れで検討を進め、

関係のある班長や区長には、現地確認をしていただいた上で話し

合いを行いました。結果は、該当する区や班へ回覧等でお知らせ

します。

自宅前や自宅周辺の道路の穴を自分たちで補修

会報「まち」４月号で、班や個人でできる身近な生活課題は自分たちで解決して

いただくようにお願いしていましたが、先月、自宅前道路の穴を補修したいと１区

の班長や２区の会員の方が相談に来られました。このような考え方を広げて持続可

能な町づくりをしていただきたいと思いますので、ご協力をお願いします。

材料等は協議会が準備しますので、事前にご相談ください。

令和３年５月20日から避難情報が下記のように変

更され、避難勧告は廃止されました。

～ここまでに必ず避難！～

避難する場所、避難方法等、

日頃から考えておきましょう。

①ふれあい通貨(地域通貨)のご利用期間

令和３年７月17日(土)までとなっています。

期限が過ぎたものは無効となりますので、お早め

にご利用ください。野菜市で利用できます。

②令和２年ふれあい健康づくりポイント(ピンク)カー

ドの回収をします。

回収期間：７月１日～15日

(記名の上、事務所ポストに投函してください。)

③ふれあい通貨(地域通貨)のお渡し

ピンクカードを提出された方は、ふれあい通貨を

お渡しします。７月20日～７月30日に事務所にお

越しください。

(ふれあい通貨の利用期間：

令和３年８月１日～令和４年７月17日です。)

④令和３年ふれあい健康づくりポイントカード発行

令和３年の新たなカードを発行します。７月１日

(木)から協議会又はコミセンの玄関前に封筒に入

れて置きますので、お取り下さい。

※コロナ禍のためにポイント対象内容を一部変

更していますので、ご確認ください。

ふれあい健康づくりポイント
有効期限とカード回収・発行

身近な生活課題をみんなで解決

避難情報の変更
避難指示(レベル４)までに必ず避難

該当する区長・班長と生活課題についての要望を
解決するための話し合いを行いました。

警戒レベル５＝緊急安全確保

すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。(警戒

レベル５)緊急安全確保の発令を待ってはいけません！

警戒レベル４＝避難指示
危険な場所から全員避難しましょう。

警戒レベル３＝高齢者等避難
避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、

危険な場所から避難しましょう。

(気象庁からの情報)

警戒レベル２＝大雨・洪水・高潮注意報

警戒レベル１＝早期注意報

２区１班道路の穴埋め作業
をする山崎さんと渡邉さん

日 曜日 ６月の予定表
1 火

2 水

3 木 習字/万寿会GG

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

5 土 銭太鼓/ソフトバレー

6 日 ＜春の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練＞

7 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

8 火

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金 コミセン100体

12 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー                   ＊布類

13 日

14 月 １区福祉会/つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

15 火 ４区福祉会/１区サロン/２区サロン

16 水

17 木 ２区福祉会/笑いヨガ/習字/万寿会GG

18 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)

19 土 銭太鼓/ソフトバレー

20 日 【東西町コロナワクチン集団接種日】

21 月 卓球/万寿会GG

22 火

23 水

24 木 ３区福祉会/習字/万寿会GG

25 金 コミセン100体                                          ＊不燃ごみ

26 土 野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

27 日 ＜リサイクル＞＜公共スペース草刈り作業＞

28 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

29 火 青パト講習会

30 水

７月の予定
3 土 防災訓練(安否確認協力委員リーダー対象)【事務局】

18 日 避難・通報・消火訓練・AED講習会【事務局】

22 木 夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】
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カラス被害が可燃ごみ・軟プラ類にも

可燃ごみ

ネットがかかっていないところ

のごみ袋をカラスが荒らしていま

す。生ごみは、新聞紙等で包み、

必ずネットのかかる場所に置いて

ください。

分別ごみ(軟プラ類)

食品の入っていたプラ容器を、

きれいだからと洗わずにそのまま

プラ類で出すとカラスが荒らしま

す。必ず洗ってください。

空き巣や侵入盗に注意！！

気温も高くなり窓等を開ける

ことも多くなりました。僅かな

時間の外出でも必ず戸締まりを

お願いします。就寝中でも侵入

された事例もありますので、ご

注意ください。

熱中症にも注意！！

この時期は体が暑さに慣れて

いません。更にマスク着用での

息苦しさ！

温度がそれほど上がってなく

てもこまめに水分を摂るなどし

て、熱中症を予防しましょう！

可燃ごみ・分別ごみの出し方

とにかく名前又は番地を明記！

(２頁にも記載しています)

野菜市再開しています

毎月第２・第４(土曜日)９時～

わくわくショップ８月まで休止します。

東西町スポーツ広場

６月20日（日）・27日（日) 9:30～11:30

この時間の利用はできません。

野菜づくり同好

会のこだわりの

野菜市が再開し

ました。

マスク・マイバッ

グ・小銭を準備し

てお越しください。

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。


