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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

【書面表決による総会の成立要件と議決について】

本年度の総会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、書面での議決といたしました。

会員の85％にあたる方からの提出があり感動しています。皆様のご協力に感謝申し上げます。

皆様から提出していただきました表決書について、結果をご報告いたします。

【書面表決による総会の成立について】会員数 405 ・ 過半数 203 ［表決書提出数 344］

東西町地域振興協議会会則第１１条にて、表決書提出が協議会員の過半数以上になりますので、成立

します。

【議案の表決結果】

第（１）号議案 平成31年（令和元年）度事業報告・決算報告 賛成344、反対 0

第（２）号議案 令和２年度事業計画（案）・会計予算（案） 賛成343、反対 1

第（３）号議案 会長の交代・令和２年度役員の選任及び解任 賛成342、反対 2

【結果】すべての議案について、賛成多数で可決されました。

令和２年度東西町地域振興協議会 書面表決による総会の報告

議案書のフリガナに一部誤りがありましたので、
お詫びして訂正いたします
26頁 令和２年度 理事・班長名簿(敬称略)

班長 3区3班 佐伯 サイキ ⇒ (正)サエキ
4区2班 藤原 フジワラ ⇒ (正)フジハラ【正

自由で便利が当たり前の時代に、この度のコロナ

自粛要請に対して、皆さんが外出等を我慢していた

だいたことに心から感謝申し上げます。お陰さまで

鳥取県は陽性者３名から増えることなく推移してき

ました。

その間コミセン・つどい・東西町スポーツ広場等

の施設使用禁止についてもご理解いただきました。

東西町スポーツ広場では、地区外の若者が使用し

ていたことで、急遽、定時放送で利用禁止の呼びか

けを行いました。東西町スポーツ広場は５月７日か

ら利用できるようになっています。

今まで通りとはいかないことも多々

ありますが、気をつけて利用をお願

いします。

コロナ自粛に感謝！

会報「まち」カラーで全戸配布

皆さんに親しんでいただいている会報「まち」
を、５月からカラーで全戸配布しています。
２世帯でお住まい等で必要であれば差し上げ

ますので事務所にお越しください。

東西町地域振興協議会事務局員

(総務省の集落支援員)

資格要件：東西町の町づくりに対して熱意をもって

取り組める方

普通自動車免許取得者・パソコンで文書

等が作成出来る方

業務内容：東西町地域振興協議会運営に関わる業務

全般

勤 務 地：東西町地域振興協議会（つどい内）

募集人員：１名

雇用期間：令和２年７月１日～令和３年３月31日

(再雇用で期間延長有り)

勤務時間：月曜日～金曜日 8:30～17:15

（事業実施時はこの範囲ではありません）

給 与：154,900円及び期末手当(年２回)

加入保険：(健康・年金・介護・雇用・労災)保険

募集〆切：令和２年６月10日(水)までに写真付き履

歴書を添えて本人が申し込んでください。

東西町地域振興協議会事務局員
を募集します

避難場所

災害時の避難場所として、今までは天津運動公

園でしたが、東西町スポーツ広場に変更になりま

した。

日 曜日 ６月の予定表
1 月 ラジオ体操/布とあそぶ/万寿会GG

2 火

3 水

4 木 習字/籐あみ/万寿会GG

5 金 ラジオ体操             　　　　　　　 　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

6 土 野菜市8:00～/銭太鼓/ソフトバレー

7 日

8 月 ラジオ体操/布とあそぶ/万寿会GG

9 火 ４区サロン

10 水

11 木 習字/万寿会GG

12 金 ラジオ体操

13 土
＜第３期地域づくり計画書策定住民との意見交換会＞
銭太鼓/ソフトバレー

14 日

15 月 ラジオ体操/布とあそぶ/２区サロン/万寿会GG

16 火

17 水

18 木 習字/笑いヨガ/万寿会GG

19 金 ラジオ体操　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

20 土 わくわくショップ・野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

21 日 ＜コロナ対応防災学習会＞

22 月 ラジオ体操/万寿会GG

23 火 まちの保健室/３区サロン

24 水

25 木 習字/万寿会GG

26 金 ラジオ体操                              　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

27 土 銭太鼓/ソフトバレー

28 日

29 月 ラジオ体操/万寿会GG

30 火

７月の予定
19 日 避難・通報・消火訓練、AED講習会【事務局】

31 金 夏休み　みんなでラジオ体操【人づくり部】
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コロナ給付金詐欺に注意！

コロナ給付金を狙った

詐欺被害が出ているよ

うです。一人で判断しないで、

誰かに相談しましょう。

東西町スポーツ広場外部利用

6月14日(日)9:30～11:30

28日(日)9:30～11:30

事前に利用がわかっているものについ

てお知らせします。

事務所でコピーができます

コロナ給付金に必要な身分証明

書等のコピーができます。事務所

が開いている時間であればいつで

も良いです。

１枚10円いただいています。

６月からのわくわくショップと野菜市の

時間等の変更)について

野菜市を第１(土)・第３(土)に変

更します。

第１(土)は8:00～

第３(土)は9:00～わくわくショッ

プと同時刻開催となります。

コロナ対応でのマスク着用や近

距離での会話の自粛等、新しいルー

ルを守ってください。マスクを忘

れた方はご遠慮ください。

なお、今月は喫茶は休止します。

住宅案内看板

地区内の３箇所に住宅案内看板

が設置されています。

定期的に確認を行っていますが、

名前を消された方があるようです。

表示したくない方は、協議会に

お知らせください。

４区２班池田宅 バラが満開です

どうぞご覧ください。

６月７日（日）草回収有り。
9:00までに排出してください

ラジオ体操を行います

毎週月・金9:30～スポーツ広場

ふれあい健康づくりポイントカード持参

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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５月24日(日)令和２年度の第１回目となる運営委

員会を開催しました。コミセン(大集会室)の広い部

屋で、間隔を広く取り、窓を開け、マスクを着用す

るなどのコロナ対応をして、区長・部長・事務局

計10名で会議を行いました。

第１回運営委員会

東西町地区には不在地主(空き家含む)箇所で、

遠方等の理由で草刈りをされない所が40箇所あり

ます。振興協議会発足以前から草刈り要請をし、

ご自身で作業されない方は作業費をいただき地区

で草刈りをしています。

今年度も40名の方へ草刈り依頼文書を発送しま

した。平成22年度から草刈り後の写真を依頼者に

送ることで信頼関係を築いていますので、現在、

草刈りが終わった箇所の写真を順次撮っています。

不在地主への草刈り後の写真送付

今年は春の一斉清掃が中止とな

るため、例年町づくり部が行って

いる公共スペースの清掃について

計画を立てて取り組んでいます。

５月９日(土)町づくり部の石田

部長と長谷川副

部長が牧田池の

草刈りをされま

した。

公共スペースを草刈り

５月23日(土)野菜市が再開されました。野菜づく

り同好会の吉木さんと細田さんが昨年から丹精込め

て育てた野菜です。まだ、時期的に野菜の種類は少

なかったものの、安全で新鮮な野菜が並びました。

待ち望んでおられた地域の皆さんは、次々とかご

に入れ、またたく間に完売しました。

マスクの着用や近距離での会話を控える等、今後

も皆さんのご協力

をお願いします。

野菜市再開

子ども達がいない(彼らは帰省自粛中)初のＧＷ！

例年なら、子ども達が喜ぶバーベキューをしたり、

お出かけしたりと、楽しみながらも、お金の心配を

する日々ですが・・・。今年は取り残された大人達

でさて、どうしましょう(笑)。ついつい手が伸びた

スマホで「大好きなお菓子屋さんが、医療従事者に

お菓子を配ってる」とほっこりする記事を発見。し

かも送料も無料で宅配も行っていると知り、我が家

も取り寄せ、子ども達にも送りました。お寿司とオー

ドブルもテイクアウトし、私の脂肪は巣ごもり延長

中です。ＧＷ中も配達してくださる方に感謝！！

明日からダイエット ３区投稿者

投稿(巣ごもりＧＷ編)

この度のコロナ禍での自粛要請期間に、高齢者

世帯及び高齢独居者(昨年の歳末福祉のもちづくり

対象者)へ手紙をお出ししました。そして、少しで

も気持ちが和らいでもらえればと、川柳を募集し

ましたところ、計６点の応募がありました。

その中から優れた３作品をご紹介し、記念品を

贈りたいと思います。

○長引くも 三密避けし コロナ撃滅

○コロナ禍に 花柄模様の マスク縫う

○見守られ 卒寿を歩む 一人じゃない

また、今月から再開されることになったｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰ

ﾑ「西町の郷」も、自粛期間中には林原施設長が何

度となく利用者の様子伺いに行かれていたと聞い

ています。お世話になります。

独居高齢者及び高齢者世帯
へ手紙をお届けしました

野菜を搬入し開店準備
かごにいっぱいに

買い求められた野菜

書面表決の議決を受けて
第1回の運営委員会を開催しました

作業する
石田部長と

長谷川副部長
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ラジオ体操を行います【事務局】

つどいとコミセンで行われている100歳体操は９月

から再開の予定です。下記の期間、東西町スポーツ

広場でラジオ体操を行うことにしました。

日時：６月１日から毎週(月)と(金)9:30～9:45

期間：小学校が夏休み(7月31日)に入るまでの間

場所：東西町スポーツ広場(悪天候時・祝日は中止)

ふれあい健康づくりポイント制度の対象とします。

※ポイントカードを持参ください。

注)必ずマスクを着用し、近距離での会話は控えて

ください。

春の清掃は、密集や密接を避け、個別清掃をお

願いします

◎清掃内容は、今回は除草のみ

(側溝の清掃は省きます。泥の回収は行いません。)

①自宅周辺の除草と清掃

＊草はレジ袋等に入れてください。

②班で例年お願いしている公共スペースの除草は、

班長から、班員(少人数)に声をかけ、日程を決

め、無理のない範囲でお願いできればと思いま

す。

＊袋を協議会で準備しますので、班長が６月５

日までに受け取りに来てください。

③管理地・所有地・資材置場等の地内や周辺の除

草と清掃、及び、自宅地内の除草やはみ出し樹

木の剪定等は、各自で処分をお願いします。

◎草の排出

上記①と②は、町が回収にきますので、６月７日

(日)午前９時頃までに、可燃ごみ集積場に出して

ください。

皆さまのご協力をよろしくお願いします。

第３期地域づくり計画策定住民との意見交換会

【事務局】

日時：６月１３日(土)10:00～12:00

場所：コミセン

来場される方は、コロナ対応のマナーでお越しく

ださい。

コロナ対応防災学習会【事務局】

内容：コロナ禍の避難所開設や安否確認等について

日時：６月２１日(日)10:00～12:00

場所：コミセン

対象：安否確認協力委員及び避難所対応委員

後日、該当の皆さんには文書でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

縁あって、４月から南部町副町長に就任いたしま

した。これまで県職員として地方行政に関わってま

いりましたが、仕事面で地元南部町と関わることは

殆どありませんでしたので、新鮮な気持ちで日々過

ごしております。南部町の魅力は、自然と人の営み

が程よく交じり合う「里山」であり、そして、それ

がこれほど都市部の近くにあって、その質が高いと

いうところは他にないと思います。文化や歴史、産

業、景観を磨き上げる「里山」を活かした地域づく

りをしていきたいと思います。目下、コロナ禍の長

期化が懸念される中、新たな生活様式が提唱され、

それが定着してくると、新しい社会への変換が加速

していくと思われます。この激動の時期に、地元の

町づくりに関わっていけることを感謝します。

東西町では、広報部や人づくり部で協議会の活動

に参加させていただいて来ました。

これから表舞台

での参加が少なく

なるのは少し寂し

い気もしますが、

協議会員としても

これまで同様よろ

しくお願いいたし

ます。

脱会・退会・地区内転居のお知らせ（敬称略）

＜脱会＞

4区4班 福田明子 東町316

4区2班 小谷英司 東町285

＜退会＞

4区1班 前谷サエ子 福成915-18

＜地区内転居＞

3区1班 濵本絵美 東町97-1

南部町副町長に土江一史氏就任

この度、東西町地域振興協議会会計２名が４月

１日から交代されましたのでお知らせいたします。

会計の交代

福島秀則さん(3区2班） 土江佳子さん(3区3班）

土江一史(3-3)さん
法勝寺庁舎副町長室にて
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贈りたいと思います。

○長引くも 三密避けし コロナ撃滅

○コロナ禍に 花柄模様の マスク縫う

○見守られ 卒寿を歩む 一人じゃない

また、今月から再開されることになったｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰ

ﾑ「西町の郷」も、自粛期間中には林原施設長が何

度となく利用者の様子伺いに行かれていたと聞い

ています。お世話になります。

独居高齢者及び高齢者世帯
へ手紙をお届けしました

野菜を搬入し開店準備
かごにいっぱいに

買い求められた野菜

書面表決の議決を受けて
第1回の運営委員会を開催しました

作業する
石田部長と

長谷川副部長
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ラジオ体操を行います【事務局】

つどいとコミセンで行われている100歳体操は９月

から再開の予定です。下記の期間、東西町スポーツ

広場でラジオ体操を行うことにしました。

日時：６月１日から毎週(月)と(金)9:30～9:45

期間：小学校が夏休み(7月31日)に入るまでの間

場所：東西町スポーツ広場(悪天候時・祝日は中止)

ふれあい健康づくりポイント制度の対象とします。

※ポイントカードを持参ください。

注)必ずマスクを着用し、近距離での会話は控えて

ください。

春の清掃は、密集や密接を避け、個別清掃をお

願いします

◎清掃内容は、今回は除草のみ

(側溝の清掃は省きます。泥の回収は行いません。)

①自宅周辺の除草と清掃

＊草はレジ袋等に入れてください。

②班で例年お願いしている公共スペースの除草は、

班長から、班員(少人数)に声をかけ、日程を決

め、無理のない範囲でお願いできればと思いま

す。

＊袋を協議会で準備しますので、班長が６月５

日までに受け取りに来てください。

③管理地・所有地・資材置場等の地内や周辺の除

草と清掃、及び、自宅地内の除草やはみ出し樹

木の剪定等は、各自で処分をお願いします。

◎草の排出

上記①と②は、町が回収にきますので、６月７日

(日)午前９時頃までに、可燃ごみ集積場に出して

ください。

皆さまのご協力をよろしくお願いします。

第３期地域づくり計画策定住民との意見交換会

【事務局】

日時：６月１３日(土)10:00～12:00

場所：コミセン

来場される方は、コロナ対応のマナーでお越しく

ださい。

コロナ対応防災学習会【事務局】

内容：コロナ禍の避難所開設や安否確認等について

日時：６月２１日(日)10:00～12:00

場所：コミセン

対象：安否確認協力委員及び避難所対応委員

後日、該当の皆さんには文書でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

縁あって、４月から南部町副町長に就任いたしま

した。これまで県職員として地方行政に関わってま

いりましたが、仕事面で地元南部町と関わることは

殆どありませんでしたので、新鮮な気持ちで日々過

ごしております。南部町の魅力は、自然と人の営み

が程よく交じり合う「里山」であり、そして、それ

がこれほど都市部の近くにあって、その質が高いと

いうところは他にないと思います。文化や歴史、産

業、景観を磨き上げる「里山」を活かした地域づく

りをしていきたいと思います。目下、コロナ禍の長

期化が懸念される中、新たな生活様式が提唱され、

それが定着してくると、新しい社会への変換が加速

していくと思われます。この激動の時期に、地元の

町づくりに関わっていけることを感謝します。

東西町では、広報部や人づくり部で協議会の活動

に参加させていただいて来ました。

これから表舞台

での参加が少なく

なるのは少し寂し

い気もしますが、

協議会員としても

これまで同様よろ

しくお願いいたし

ます。

脱会・退会・地区内転居のお知らせ（敬称略）

＜脱会＞

4区4班 福田明子 東町316

4区2班 小谷英司 東町285

＜退会＞

4区1班 前谷サエ子 福成915-18

＜地区内転居＞

3区1班 濵本絵美 東町97-1

南部町副町長に土江一史氏就任

この度、東西町地域振興協議会会計２名が４月

１日から交代されましたのでお知らせいたします。

会計の交代

福島秀則さん(3区2班） 土江佳子さん(3区3班）

土江一史(3-3)さん
法勝寺庁舎副町長室にて
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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

【書面表決による総会の成立要件と議決について】

本年度の総会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、書面での議決といたしました。

会員の85％にあたる方からの提出があり感動しています。皆様のご協力に感謝申し上げます。

皆様から提出していただきました表決書について、結果をご報告いたします。

【書面表決による総会の成立について】会員数 405 ・ 過半数 203 ［表決書提出数 344］

東西町地域振興協議会会則第１１条にて、表決書提出が協議会員の過半数以上になりますので、成立

します。

【議案の表決結果】

第（１）号議案 平成31年（令和元年）度事業報告・決算報告 賛成344、反対 0

第（２）号議案 令和２年度事業計画（案）・会計予算（案） 賛成343、反対 1

第（３）号議案 会長の交代・令和２年度役員の選任及び解任 賛成342、反対 2

【結果】すべての議案について、賛成多数で可決されました。

令和２年度東西町地域振興協議会 書面表決による総会の報告

議案書のフリガナに一部誤りがありましたので、
お詫びして訂正いたします
26頁 令和２年度 理事・班長名簿(敬称略)

班長 3区3班 佐伯 サイキ ⇒ (正)サエキ
4区2班 藤原 フジワラ ⇒ (正)フジハラ【正

自由で便利が当たり前の時代に、この度のコロナ

自粛要請に対して、皆さんが外出等を我慢していた

だいたことに心から感謝申し上げます。お陰さまで

鳥取県は陽性者３名から増えることなく推移してき

ました。

その間コミセン・つどい・東西町スポーツ広場等

の施設使用禁止についてもご理解いただきました。

東西町スポーツ広場では、地区外の若者が使用し

ていたことで、急遽、定時放送で利用禁止の呼びか

けを行いました。東西町スポーツ広場は５月７日か

ら利用できるようになっています。

今まで通りとはいかないことも多々

ありますが、気をつけて利用をお願

いします。

コロナ自粛に感謝！

会報「まち」カラーで全戸配布

皆さんに親しんでいただいている会報「まち」
を、５月からカラーで全戸配布しています。
２世帯でお住まい等で必要であれば差し上げ

ますので事務所にお越しください。

東西町地域振興協議会事務局員

(総務省の集落支援員)

資格要件：東西町の町づくりに対して熱意をもって

取り組める方

普通自動車免許取得者・パソコンで文書

等が作成出来る方

業務内容：東西町地域振興協議会運営に関わる業務

全般

勤 務 地：東西町地域振興協議会（つどい内）

募集人員：１名

雇用期間：令和２年７月１日～令和３年３月31日

(再雇用で期間延長有り)

勤務時間：月曜日～金曜日 8:30～17:15

（事業実施時はこの範囲ではありません）

給 与：154,900円及び期末手当(年２回)

加入保険：(健康・年金・介護・雇用・労災)保険

募集〆切：令和２年６月10日(水)までに写真付き履

歴書を添えて本人が申し込んでください。

東西町地域振興協議会事務局員
を募集します

避難場所

災害時の避難場所として、今までは天津運動公

園でしたが、東西町スポーツ広場に変更になりま

した。

日 曜日 ６月の予定表
1 月 ラジオ体操/布とあそぶ/万寿会GG

2 火

3 水

4 木 習字/籐あみ/万寿会GG

5 金 ラジオ体操             　　　　　　　 　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

6 土 野菜市8:00～/銭太鼓/ソフトバレー

7 日

8 月 ラジオ体操/布とあそぶ/万寿会GG

9 火 ４区サロン

10 水

11 木 習字/万寿会GG

12 金 ラジオ体操

13 土
＜第３期地域づくり計画書策定住民との意見交換会＞
銭太鼓/ソフトバレー

14 日

15 月 ラジオ体操/布とあそぶ/２区サロン/万寿会GG

16 火

17 水

18 木 習字/笑いヨガ/万寿会GG

19 金 ラジオ体操　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

20 土 わくわくショップ・野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

21 日 ＜コロナ対応防災学習会＞

22 月 ラジオ体操/万寿会GG

23 火 まちの保健室/３区サロン

24 水

25 木 習字/万寿会GG

26 金 ラジオ体操                              　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

27 土 銭太鼓/ソフトバレー

28 日

29 月 ラジオ体操/万寿会GG

30 火

７月の予定
19 日 避難・通報・消火訓練、AED講習会【事務局】

31 金 夏休み　みんなでラジオ体操【人づくり部】
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コロナ給付金詐欺に注意！

コロナ給付金を狙った

詐欺被害が出ているよ

うです。一人で判断しないで、

誰かに相談しましょう。

東西町スポーツ広場外部利用

6月14日(日)9:30～11:30

28日(日)9:30～11:30

事前に利用がわかっているものについ

てお知らせします。

事務所でコピーができます

コロナ給付金に必要な身分証明

書等のコピーができます。事務所

が開いている時間であればいつで

も良いです。

１枚10円いただいています。

６月からのわくわくショップと野菜市の

時間等の変更)について

野菜市を第１(土)・第３(土)に変

更します。

第１(土)は8:00～

第３(土)は9:00～わくわくショッ

プと同時刻開催となります。

コロナ対応でのマスク着用や近

距離での会話の自粛等、新しいルー

ルを守ってください。マスクを忘

れた方はご遠慮ください。

なお、今月は喫茶は休止します。

住宅案内看板

地区内の３箇所に住宅案内看板

が設置されています。

定期的に確認を行っていますが、

名前を消された方があるようです。

表示したくない方は、協議会に

お知らせください。

４区２班池田宅 バラが満開です

どうぞご覧ください。

６月７日（日）草回収有り。
9:00までに排出してください

ラジオ体操を行います

毎週月・金9:30～スポーツ広場

ふれあい健康づくりポイントカード持参

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


