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会報まち３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

昨年の10月から12月にかけて「分別ごみの説明会」が全ての区で開催されました。コロナ禍にも関わら

ず、合計148名の出席がありました。

今年度から、収集後の取り残しの対応を区長・理事にお世話していただいていますので、説明会以降の

状況を区長・理事の皆さんにお聞きしました。

１区： 分別も良くなり収集後の取り残しも減ってきました。また、多くの方が収集後確認に来られるよ

うになりました。

分類札を廃止しましたが、搬出時に間隔を空けて置いてもらうようになり、毎回早朝から分別ご

み分類札の掲示をすることもなくなり助かっています。みなさんの協力に感謝しています。

２区： 収集後に取り残しがなかった日が２回ありました。以前とは比較にならないほど改善しています。

とても喜んでいます。

３区： 出された方が確認に来られるようになって収集後の取り残しが少なくなっています。全く残って

ない日も３回程ありました。大変助かっています。

４区： 説明会以前は番地や名前が記入されてないものや取り残しの問題等がありましたが、説明会以降

はほとんどそのような問題はなくなりました。皆さんの協力に感謝しています。

説明会以降、全ての区で番地又は名前の明記や収集後の取り残しの確認等にご協力いただき改善された

ようです。ありがとうございます。

今後も継続してしていただき、区長・理事の皆さんの負担を軽減するようにお願いします。

分別ごみ説明会 その後

「配布文書が多い」や、「班長の配布業務が大変だ」という声が以前からありました。今年度南部町

にデジタル推進課が設置されたことを聞き、高齢化が進む東西町でのペーパーレス化による文書配布の

負担軽減、見守りや日用品等の注文も自宅でできるようになればと、町へ相談しました。

早速、連絡があり、２月22日(火)にデジタル推進課２名と総務課２名が来られペーパーレス化につい

て話し合いをおこないました。

先ず、新年度区長・班長会議で説明し、文書配布

業務の負担軽減になるよう進めていこうと思ってい

ます。

デジタル推進課、総務課との打ち合わせ

町文書ペーパーレス化の推進

日 曜日 ３月の予定表
1 火

2 水

3 木 習字/万寿会GG

4 金 　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

5 土 人権学習会(対象者のみ）

6 日 運営委員会/万寿会ゴミ拾い

7 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

8 火

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金

12 土 人づくり部会

13 日 マージャン

14 月 銭太鼓/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

15 火

16 水

17 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

18 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

19 土
わくわくショップ10:00～　＜いちご渡し13:00～14:00＞
2区３班

20 日

21 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

22 火 まちの保健室

23 水

24 木 習字/万寿会GG

25 金 ＊不燃ごみ

26 土

27 日 ＜リサイクル＞＜中学新１年生自転車通学路確認＞

28 月 銭太鼓/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

29 火

30 水

31 木 会計監査/万寿会GG

４月の予定
12 火 新１年生反射材装着【福祉部】

17 日 代理人による総会【事務局】

17 日 新年度区長・班長会議【事務局】
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東西町地域振興協議会

総会の開催 ４月17日(日)

コロナ禍のため、令和４年度は、

代理人による総会を開催します。

代理人とは、新年度の理事・班

長予定の方々です。

総会終了後、新年度区長、班長

業務説明会を開催する予定にして

います。

新年度理事・班長予定の皆さん

は総会へのご出席をお願いします。

現班長の任期は４月17日(日)ま

でです。議案書の配布等、もう少

しお世話になります。

新たに任に就かれる方

に対しても、お互い様の

気持ちで助け合っていきましょう。

除雪あれこれ

積雪が15センチ以上になると除

雪車で除雪作業をして下さいます。

未明に行われる時もあり感謝です。

また、東西町の方が自主的に地

区内の高齢者のお宅の玄関や施設

等の雪かきをされている方も多く、

東西町は凄いな！と感じます。

班会議等で施設が利用できます

つどいやコミセンの利用がで

きます。

飛沫防止パネル、手指消毒、

非接触体温計も完備しています。

利用する時は、●間隔を開け

る。●換気を行う。●短時間で

終える。等の感染対策をお願い

します。利用申し込みは協議会

事務所まで

春はすぐそこまで来ています

２月10日

日野川

土手の散

歩途中で

見つけま

した。

蕗のとう

１００歳体操

コミセン及びつどい100体は休

止しています。再開する時はお

知らせします。その間、テレビ

で100歳体操やラジオ体操を行う

とポイントが付与されます。

注文された方は
１パック 1,000円です。

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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日中の安心な居場所です・・・サポート員が常駐

しています。

デイサービスのない日や、ご家族が仕事などで昼

間一人で不安になる時など、安心してお過ごしてい

ただけます。

◆登録料：3,000円／年

◆利用料：300円／日

（お茶菓子代を含む）

◆開所日：月、水、金

（祭日、５月連休、

お盆、年末年始は

閉所です。）

◆時 間：10:00～16:00

◆送 迎：100円/日

◆昼 食：実費相当として300円を負担ください。

配膳や片づけなどは一緒に行います。

※連絡先

東西町地域振興協議会

電話及びFAX 66-4724

「西町の郷」

施設長 林原 幸子

電話及びFAX 66-6178

「西町の郷」の利用者を募集します！！

２月８日(火)昼休み中に事務局の４名で防災訓練

を行いました。

東西町防災計画に添って年２回以上の通報・避難・

消火等の防災訓練を実施すると、防火対象物の特例

に認定され、年間８万円余りの業者への支払いが免

除されることになっています。

６月20日に予定していた１回目の訓練は、コロナ

禍のために少人数での防災学習会に変更しましたの

で、今回事務局で行いました。

４人で分担しながら、模擬通報、避難、施設内逃

げ遅れ確認、避難場所集合確認や、水消火器での消

火訓練等、一連の訓練を行いました。

なお、もう１回の訓練は、予定通り11月にコミセ

ン大掃除の後に皆さんと一緒に開催しました。

東西町で生活しながら東京本社とリモートワークをされている１区３班の篠田真子さんをご紹介します。

「昨年12月に千葉県から越してきました。東京の出版社に勤務していますが、江府町にいる両親が高齢

のため、いずれは実家の近くに帰ろうと思っていたところ、コロナ禍のためリモートワークの環境整備が

でき、会社からも許可をいただくことができましたので、東西町に移住することにしました。」

●東西町を選んだ理由は？「空き家情報を見て南部町の里山デザイン機構が斡旋していた今の家が気に

入って決めました。」

●仕事内容は？「出版物の営業事務です。リモートで本社とやり取

りを行い、新刊発売イベントや販売促進のサポートをしています。」

●趣味は？「イラスト画です。パステルやデジタルで描いています。

東京ではグループ展に参加したこともあります。」

●東西町での生活はどうですか？「回覧板が回ってきたことが新鮮

でした。暖かくなったら庭の一角で畑をしようと考えています。

皆さんと仲良く、田舎暮らしを楽しみたいと思っています。」

東西町に移住しリモートワーク

退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

１区６班 芳賀幸司 西町27

通報・避難・消火訓練

１区３班の自宅にて

・消火器を持って火元に向かう

・模擬通報

・避難確認

・水消火器で消火訓練を実施。
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人権学習会【福祉部：人権学習推進委員】

日時：３月５日(土)

※全区合同での学習会は中止にし、次の方々を

対象に開催することにしました。

参加対象：各区の人権学習推進委員・区長・部長・

事務局

バウンスボール大会【中止】

ものづくり講座(金継ぎ)及び(陶芸)【中止】

リサイクル【青少年育成会】

日時：３月27日(日)9：00～回収開始

※9：00までに指定の場所に搬出してください。

回収物(次のように出してください。)

●新聞紙・雑誌⇒新聞紙と雑誌は分け、ひもで十文

字に結んで出してください。

●ダンボール⇒ダンボールもひもで十文字に結んで

出してください。

●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。

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。

積み込み等へのご協力もお願いします。

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

地区内の自転車愛好家が、自転車で生徒と一緒に

法勝寺中学校までの自転車通学路を確認します。

日時：３月27日(日)10:30～11:30

協議会事務所前出発

準備品：自転車・ヘルメット

＊ヘルメットの無い人は貸出しします。

雨天決行 ＊大雨時は児童は車で確認します。

参加申し込み：３月18(金)までに子供育成会へ

車の台数制限のため、保護者の参加については、

自転車で参加される方以外はご遠慮ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

南部町内でもコロナ陽性者が確認され、いつ誰が

感染してもおかしくない状況になっています。その

ため、事務局内で陽性又は濃厚接触者と判断された

場合の対応について、１月31日に事務局で話し合い

を行い共通認識をもちました。

事務局４名に加え、４月の総会で提案する決算報

告書作成のため業務に来られている会計のお二人に

も同席していただきました。

事務局内で陽性又は濃厚接触者と判断された場合

は、関係機関と相談し南部町が作成したガイドライ

ンに沿って対応することにしています。

業務が停止することのないよう留意します。

２月21日(月)コミセンで新年度東西町放課後児童

クラブの利用者説明会を行いました。

新年度の利用についての説明と、保護者代表の選

出を行いました。

保護者代表は、３区１班後藤さんが選ばれました。

東西町児童クラブが目指していること

１.「あいさつ」ができる

２.声をかけられたら「はい」と返事ができる

３.あいてを、思いやることができる

新年度の利用者は９名です。どうぞ温かい気持ち

で接していただきますようお願いいたします。

また、夏休みや冬休み等の長期休みの時に子ども

を見ていただく支援員を募集しています。

児童クラブ又は事務局までお知らせください。

放課後児童クラブ新年度説明会
俳句を募集します！

お題：タビ(旅・度・足袋・たび・・・)

応募：区・班・氏名を記入の上、

協議会事務所までお寄せください。

〆切：３月18日(金)

応募された方には記念品を贈呈します。

利用児童の保護者へ説明を行いました

コロナ対応について事務局打ち合わせ

事務局４名と会計の福島秀則さん、土江佳子さんにも加わっても
らいました。
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南部町内でもコロナ陽性者が確認され、いつ誰が

感染してもおかしくない状況になっています。その

ため、事務局内で陽性又は濃厚接触者と判断された

場合の対応について、１月31日に事務局で話し合い

を行い共通認識をもちました。

事務局４名に加え、４月の総会で提案する決算報

告書作成のため業務に来られている会計のお二人に

も同席していただきました。

事務局内で陽性又は濃厚接触者と判断された場合

は、関係機関と相談し南部町が作成したガイドライ

ンに沿って対応することにしています。

業務が停止することのないよう留意します。

２月21日(月)コミセンで新年度東西町放課後児童

クラブの利用者説明会を行いました。

新年度の利用についての説明と、保護者代表の選

出を行いました。

保護者代表は、３区１班後藤さんが選ばれました。

東西町児童クラブが目指していること

１.「あいさつ」ができる

２.声をかけられたら「はい」と返事ができる

３.あいてを、思いやることができる

新年度の利用者は９名です。どうぞ温かい気持ち

で接していただきますようお願いいたします。

また、夏休みや冬休み等の長期休みの時に子ども

を見ていただく支援員を募集しています。

児童クラブ又は事務局までお知らせください。

放課後児童クラブ新年度説明会
俳句を募集します！

お題：タビ(旅・度・足袋・たび・・・)

応募：区・班・氏名を記入の上、

協議会事務所までお寄せください。

〆切：３月18日(金)

応募された方には記念品を贈呈します。

利用児童の保護者へ説明を行いました

コロナ対応について事務局打ち合わせ

事務局４名と会計の福島秀則さん、土江佳子さんにも加わっても
らいました。
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昨年の10月から12月にかけて「分別ごみの説明会」が全ての区で開催されました。コロナ禍にも関わら

ず、合計148名の出席がありました。

今年度から、収集後の取り残しの対応を区長・理事にお世話していただいていますので、説明会以降の

状況を区長・理事の皆さんにお聞きしました。

１区： 分別も良くなり収集後の取り残しも減ってきました。また、多くの方が収集後確認に来られるよ

うになりました。

分類札を廃止しましたが、搬出時に間隔を空けて置いてもらうようになり、毎回早朝から分別ご

み分類札の掲示をすることもなくなり助かっています。みなさんの協力に感謝しています。

２区： 収集後に取り残しがなかった日が２回ありました。以前とは比較にならないほど改善しています。

とても喜んでいます。

３区： 出された方が確認に来られるようになって収集後の取り残しが少なくなっています。全く残って

ない日も３回程ありました。大変助かっています。

４区： 説明会以前は番地や名前が記入されてないものや取り残しの問題等がありましたが、説明会以降

はほとんどそのような問題はなくなりました。皆さんの協力に感謝しています。

説明会以降、全ての区で番地又は名前の明記や収集後の取り残しの確認等にご協力いただき改善された

ようです。ありがとうございます。

今後も継続してしていただき、区長・理事の皆さんの負担を軽減するようにお願いします。

分別ごみ説明会 その後

「配布文書が多い」や、「班長の配布業務が大変だ」という声が以前からありました。今年度南部町

にデジタル推進課が設置されたことを聞き、高齢化が進む東西町でのペーパーレス化による文書配布の

負担軽減、見守りや日用品等の注文も自宅でできるようになればと、町へ相談しました。

早速、連絡があり、２月22日(火)にデジタル推進課２名と総務課２名が来られペーパーレス化につい

て話し合いをおこないました。

先ず、新年度区長・班長会議で説明し、文書配布

業務の負担軽減になるよう進めていこうと思ってい

ます。

デジタル推進課、総務課との打ち合わせ

町文書ペーパーレス化の推進

日 曜日 ３月の予定表
1 火

2 水

3 木 習字/万寿会GG

4 金 　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

5 土 人権学習会(対象者のみ）

6 日 運営委員会/万寿会ゴミ拾い

7 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

8 火

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金

12 土 人づくり部会

13 日 マージャン

14 月 銭太鼓/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

15 火

16 水

17 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

18 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

19 土
わくわくショップ10:00～　＜いちご渡し13:00～14:00＞
2区３班

20 日

21 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

22 火 まちの保健室

23 水

24 木 習字/万寿会GG

25 金 ＊不燃ごみ

26 土

27 日 ＜リサイクル＞＜中学新１年生自転車通学路確認＞

28 月 銭太鼓/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

29 火

30 水

31 木 会計監査/万寿会GG

４月の予定
12 火 新１年生反射材装着【福祉部】

17 日 代理人による総会【事務局】

17 日 新年度区長・班長会議【事務局】
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総会の開催 ４月17日(日)

コロナ禍のため、令和４年度は、

代理人による総会を開催します。

代理人とは、新年度の理事・班

長予定の方々です。

総会終了後、新年度区長、班長

業務説明会を開催する予定にして

います。

新年度理事・班長予定の皆さん

は総会へのご出席をお願いします。

現班長の任期は４月17日(日)ま

でです。議案書の配布等、もう少

しお世話になります。

新たに任に就かれる方

に対しても、お互い様の

気持ちで助け合っていきましょう。

除雪あれこれ

積雪が15センチ以上になると除

雪車で除雪作業をして下さいます。

未明に行われる時もあり感謝です。

また、東西町の方が自主的に地

区内の高齢者のお宅の玄関や施設

等の雪かきをされている方も多く、

東西町は凄いな！と感じます。

班会議等で施設が利用できます

つどいやコミセンの利用がで

きます。

飛沫防止パネル、手指消毒、

非接触体温計も完備しています。

利用する時は、●間隔を開け

る。●換気を行う。●短時間で

終える。等の感染対策をお願い

します。利用申し込みは協議会

事務所まで

春はすぐそこまで来ています

２月10日

日野川

土手の散

歩途中で

見つけま

した。

蕗のとう

１００歳体操

コミセン及びつどい100体は休

止しています。再開する時はお

知らせします。その間、テレビ

で100歳体操やラジオ体操を行う

とポイントが付与されます。

注文された方は
１パック 1,000円です。

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


