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新１年生です ～よろしくおねがいします～

秋の一斉清掃の折、東西町スポーツ広場進入路の

辺りを清掃されていた班員から「大木の雑木が倒れ

山からずり落ちている」と、聞きました。見に行く

と、なかなかの太さの木で家庭用のノコギリでは簡

単に切れそうになかったので、「協議会に連絡して

対応してもらいます。」と話していた所、班員の佐

伯直美さん(佐伯造園)が、「後でチェーンソーで切っ

ておくよ」と、申し出てくださり、すぐに対応して

くださいました。ありがとうございました。

３区３班 班長 眞田

身近な生活課題の解決方法として東西町が目指し

ているところです。３区３班の皆さん、対応してい

ただいた佐伯

さんありがと

うございまし

た。

課題を班内で解決

３月８日(火)令和４年度の東西町の事業計画や方

向性等について南部町企画政策課のヒアリングがあ

りました。

新年度の事業計画への質問に対して、「コロナ禍

の３年目、終息を待つのではなく、withコロナとし

てできる行事に変更しながら地域の皆さんの健康づ

くりと交流を行い、安全で安心な町づくりを進めた

い。」という小杉会長の熱い気持ちに、担当者から

激励の言葉をいただきました。

南部町からのヒアリング

企画政策課のヒアリングに答える小杉会長と黒木事務局員伐採後、処理もしていただきました

急募！
◆町づくり部員 ◆人づくり部員 ◆福祉部員

(部員は若干名)

◆登下校時の子ども見守りボランティア

皆さんのお力をお貸しください。

日 曜日 ４月の予定表
1 金 ＊ビン・缶類・軟プラ類・小雑紙

2 土

3 日 万寿会ゴミ拾い

4 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

5 火

6 水

7 木 習字/万寿会GG

8 金

9 土 ＊布類

10 日 マージャン

11 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

12 火 ＜小学新１年生反射材装着＞

13 水

14 木 習字/万寿会GG

15 金 ＊再ビン・ペットB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類・小雑紙・[乾・蛍]

16 土 わくわくショップ10:00～

17 日
＜東西町地域振興協議会代理人による総会＞
＜新年度区長・班長会＞

18 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG/【狂犬病予防注射】

19 火 ２区サロン

20 水

21 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

22 金 ＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

23 土 低山会

24 日 写真

25 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金

30 土

５月の予定
29 日 さつき祭【人づくり部】
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東西町地域振興協議会

「代理人による総会」開催のお知らせ

日程：４月１７日(日)

コロナウイルス感染拡大防止の

ため、短時間・出席者を限定して

少人数で開催します。ご理解をお

願いします。

①「代理人」とは、新年度理事・

班長に予定されている方々です。

ご出席をお願いします。

②会員の皆様は、現班長へ委任状

の提出をお願いします。

③新年度区長・班長会を総会後引

続き開催します。

３頁を御覧ください。

「どなたかが除雪を」と

感謝の声が寄せられました

「人知れず雪かきをされる方

がいらっしゃると先月号の会報

「まち」で知りました。退院し

て戻ったら家の回りや玄関の雪

がかいてありました。どなたか

わかりませんが、とてもうれし

くて感謝しています。」と、事

務局に連絡が入りました。

聞いているこちらも幸せにな

りました。雪かきされた方、連

絡をくださった方、

ありがとうござい

ました。

犬・猫問題

犬や猫の糞尿等の問題が無くな

りません。犬の糞を投げ捨てる人

やそのままにする人があります。

必ず持ち帰り処理をしてください。

野良猫も餌をやっている人が飼

い主となります。飼い主は、増や

さない・トイレの躾・宅内飼育を

お願いします。

猫対策の超音波

器具が町民生活課

で貸出しされてい

ます。

連休中の事務所の休みについて
４月29日(金)～５月５日(木)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。

100歳体操

コミセン及びつどい100歳体操は

休止しています。健康福祉課より

再開の許可が出次第再開します。

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

今月から分別ごみの記載が
多少変更になっています。
発泡は軟プラ類です。
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３月５日(土)コミセンで人権学習会を開催しまし

た。令和３年度は、区会とは別に東西町全体で人権

学習会を開催する予定にしていましたが、コロナ禍

のため、区長・部長・事務局・人権学習推進委員を

対象に14名で行いました。

南部町教育委員会の人権担当も来られ、ひきこも

り問題のＤＶＤ視聴をして意見交換をしました。

出席された方の感想です。

○人と話すことが大事、困った時に一人で抱え込

まないで誰かに話しができることも必要。

○住みよい町づくりのためには、誰か一人が頑張

るのではなく、だれもが自分にできることを少

しずつすれば大きな力になると思う。

人のつながりを大切にし、住みよい地域になるよ

う今後も人権の学習会を継続したいと思います。

人権学習推進委員 長谷川忠実

人権学習会

人づくり部では、令和３年度２回目の部会を３月

12日(土)に開催しました。昨年に引続き新型コロナ

の影響で、計画していたほとんどの行事が中止とな

り、非常に残念な年となりました。

部員からも新年度の行事について開催を望む声が

あがり、コロナの終息を待つのではなく“Withコロ

ナ”として開催する方向で決まり、行事内容の見直

しを行いました。 人づくり部長 中島 誠

福祉部会も13日(日)に開催されました。

入会・退会のお知らせ（敬称略）

＜入会・入居＞

２区３班 西谷隆志 東町159

＜退去・退会＞

２区２班 梅田輝彦 東町4-35

２区２班 倉光洋章 東町4-30 コーポＫA号

３区１班 濵本絵美 東町97-1

４区２班 川口洋平 東町270-2 北野ｱﾊﾟｰﾄ2号

班長を４年前に、そして初めて区長を昨年経験しました。どちらも初めてのことで不安がありましたが、

実際にその業務にあたってみると、不安なことはありませんでした。理由としては、下記のように考えて

いた不安要素が解消されたからです。

[１]業務は全て担当者(班長・区長)が行わなければいけないものと思っていた。

①班長業務⇒班内の皆さんの協力が有る。②区長業務⇒補助してくれる理事が３名いる。また、行事

では、各部の部長がいる。③疑問点等に関しては、協議会スタッフの協力が有る。

[２]案内文書等の作成が苦手である。

①作成した文書を協議会スタッフに確認してもらえる。②作成方法も教えてもらえる。

③依頼すれば作成してもらえる。

[３]班会議・区会等の会場準備方法や招集のやり方が分からない。

①協議会スタッフで予約してもらえる。②多人数や重要な会議の場合、協議会スタッフが一緒に参加

してもらうことも出来、会議に協力してもらえる。

[４]班内、又は区内で問題が発生した時、対処が大変で出来そうにない。

①１人で対応するのではなく、理事と班長又は、班内の協力で対応できる。

②協議会スタッフから助言や協力が有る。

以上の様に、困難なことは区・班で協力して取り除くことができ、また、取り除けない時は協議会スタッ

フの協力と助言がありましたので、思ったよりスムーズに業務が遂行出来ました。

今後、班長・理事・区長の業務を受けるにあたっては、そんなに不安・負担を抱えなくても良いのかな？

と思います。 ２区区長 長野由紀夫

班長・区長を経験して感じたこと

部会で行事の見直し

ＤＶＤ視聴後に皆さんから感想をお聞きしました

行事内容を協議する人づくり部
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小学新１年生反射材装着【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１２日(火)

登校時のバス待ち時間

場所：つどい前バス停

東西町地域振興協議会総会【事務局】

「代理人による総会」

コロナ禍のため、短時間、少人数での総会の開催

へご理解をお願いします。

代理人とは：新年度予定の理事・班長の方です。

ご出席をお願いします。

日時：４月１７日(日)

時間：9:00～10:30(予定)※総会後新区長・班長会開催

受付：8:30～8:50

場所：コミセン

委任状の流れ

○現班長から会員の皆様へ４月11日(月)頃に議案書

及び委任状が配布されます。

○会員の皆様は委任状を４月15日(金)までに現班長

へ提出をお願いします。

○現班長は委任状をとりまとめて４月16日(土)に新

年度予定の班長へお届けください。

○新年度予定の班長は、委任状を総会当日、受付へ

提出をお願いします。

総会終了後、引続き開催します。

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。役目

内容の説明を行います。

時間：10:30～11:45(予定)

新班長の方で欠席される場合は、新区長へ連絡を

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

集会所

東西町放課後児童クラブ

が利用している集会所東側

の腰高窓を、昨年掃出しド

アに交換しました。そして、

そのドアの外側に階段と手

すりを設置しました。これで、イザという時でも安

全に避難できるようになりました。

また、屋内の木戸の立て付けが悪く危険であった

ため、見通しの良いアクリルの建具に交換しました。

見通しが良くなったことで、不審者侵入時の早い

対応や玄関等での児童の様子も見えるため、安全に

支援することができるようになりました。

コミュニティセンター

２月にコミセン和室の畳の表替えを行いました。

第５回運営委員会を３月６日(日)に開催しました。

下記について協議しました。

①各部の予算について部長から説明がありました。

コロナ禍でもできるような内容に変えて開催する。

②総会に向けたスケジュールについて

２年連続で書面表決になったので、今年は、「代

理人による総会」として人数制限と時間短縮で開

催する。代理人は、新年度予定の理事・班長です。

③協議会長の公募・選任について

応募者はありませんでした。運営委員会で選考さ

れた会長及び副会長を総会に提案します。

④生活課題解決要望の判定基準について

生活要望について班や区で情報を共有する。

また、判定委員会による判定で要望に対する対応

を可視化することを進める。

⑤町政要望の回答について

出された要望について町から回答がありましたの

で、５月に要望のあった班に回答を回覧します。

⑥その他

ペーパーレス化の推進について説明をしました。

施設修繕等

第５回運営委員会

電話番号が変更になったらお知らせください

災害発生時や緊急時に使用することがありますの

で、協議会に届けてある電話番号が変更になった場

合はお知らせください。個人情報は厳守します。

盛りだくさんの内容を協議する運営委員のみなさん

俳句の応募ありがとうございました！

★「タビ」のお題で俳句を募集したところ、13名の方から応募

がありました。今月いっぱい、つどい玄関に掲示します。

厳正な審査を行い、会報「まち」５月号で発表します。
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へ提出をお願いします。

○現班長は委任状をとりまとめて４月16日(土)に新

年度予定の班長へお届けください。

○新年度予定の班長は、委任状を総会当日、受付へ

提出をお願いします。

総会終了後、引続き開催します。

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。役目

内容の説明を行います。

時間：10:30～11:45(予定)

新班長の方で欠席される場合は、新区長へ連絡を

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

集会所

東西町放課後児童クラブ

が利用している集会所東側

の腰高窓を、昨年掃出しド

アに交換しました。そして、

そのドアの外側に階段と手

すりを設置しました。これで、イザという時でも安

全に避難できるようになりました。

また、屋内の木戸の立て付けが悪く危険であった

ため、見通しの良いアクリルの建具に交換しました。

見通しが良くなったことで、不審者侵入時の早い

対応や玄関等での児童の様子も見えるため、安全に

支援することができるようになりました。

コミュニティセンター

２月にコミセン和室の畳の表替えを行いました。

第５回運営委員会を３月６日(日)に開催しました。

下記について協議しました。

①各部の予算について部長から説明がありました。

コロナ禍でもできるような内容に変えて開催する。

②総会に向けたスケジュールについて

２年連続で書面表決になったので、今年は、「代

理人による総会」として人数制限と時間短縮で開

催する。代理人は、新年度予定の理事・班長です。

③協議会長の公募・選任について

応募者はありませんでした。運営委員会で選考さ

れた会長及び副会長を総会に提案します。

④生活課題解決要望の判定基準について

生活要望について班や区で情報を共有する。

また、判定委員会による判定で要望に対する対応

を可視化することを進める。

⑤町政要望の回答について

出された要望について町から回答がありましたの

で、５月に要望のあった班に回答を回覧します。

⑥その他

ペーパーレス化の推進について説明をしました。

施設修繕等

第５回運営委員会

電話番号が変更になったらお知らせください

災害発生時や緊急時に使用することがありますの

で、協議会に届けてある電話番号が変更になった場

合はお知らせください。個人情報は厳守します。

盛りだくさんの内容を協議する運営委員のみなさん

俳句の応募ありがとうございました！

★「タビ」のお題で俳句を募集したところ、13名の方から応募

がありました。今月いっぱい、つどい玄関に掲示します。

厳正な審査を行い、会報「まち」５月号で発表します。
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くさか
そら

かめやま
まさと

あおき
みちの

やまもと
はると

くらさき
ゆうり

いのうえ
はるき

新１年生です ～よろしくおねがいします～

秋の一斉清掃の折、東西町スポーツ広場進入路の

辺りを清掃されていた班員から「大木の雑木が倒れ

山からずり落ちている」と、聞きました。見に行く

と、なかなかの太さの木で家庭用のノコギリでは簡

単に切れそうになかったので、「協議会に連絡して

対応してもらいます。」と話していた所、班員の佐

伯直美さん(佐伯造園)が、「後でチェーンソーで切っ

ておくよ」と、申し出てくださり、すぐに対応して

くださいました。ありがとうございました。

３区３班 班長 眞田

身近な生活課題の解決方法として東西町が目指し

ているところです。３区３班の皆さん、対応してい

ただいた佐伯

さんありがと

うございまし

た。

課題を班内で解決

３月８日(火)令和４年度の東西町の事業計画や方

向性等について南部町企画政策課のヒアリングがあ

りました。

新年度の事業計画への質問に対して、「コロナ禍

の３年目、終息を待つのではなく、withコロナとし

てできる行事に変更しながら地域の皆さんの健康づ

くりと交流を行い、安全で安心な町づくりを進めた

い。」という小杉会長の熱い気持ちに、担当者から

激励の言葉をいただきました。

南部町からのヒアリング

企画政策課のヒアリングに答える小杉会長と黒木事務局員伐採後、処理もしていただきました

急募！
◆町づくり部員 ◆人づくり部員 ◆福祉部員

(部員は若干名)

◆登下校時の子ども見守りボランティア

皆さんのお力をお貸しください。

日 曜日 ４月の予定表
1 金 ＊ビン・缶類・軟プラ類・小雑紙

2 土

3 日 万寿会ゴミ拾い

4 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

5 火

6 水

7 木 習字/万寿会GG

8 金

9 土 ＊布類

10 日 マージャン

11 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

12 火 ＜小学新１年生反射材装着＞

13 水

14 木 習字/万寿会GG

15 金 ＊再ビン・ペットB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類・小雑紙・[乾・蛍]

16 土 わくわくショップ10:00～

17 日
＜東西町地域振興協議会代理人による総会＞
＜新年度区長・班長会＞

18 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG/【狂犬病予防注射】

19 火 ２区サロン

20 水

21 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

22 金 ＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

23 土 低山会

24 日 写真

25 月 銭太鼓/卓球/万寿会GG

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金

30 土

５月の予定
29 日 さつき祭【人づくり部】
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東西町地域振興協議会

「代理人による総会」開催のお知らせ

日程：４月１７日(日)

コロナウイルス感染拡大防止の

ため、短時間・出席者を限定して

少人数で開催します。ご理解をお

願いします。

①「代理人」とは、新年度理事・

班長に予定されている方々です。

ご出席をお願いします。

②会員の皆様は、現班長へ委任状

の提出をお願いします。

③新年度区長・班長会を総会後引

続き開催します。

３頁を御覧ください。

「どなたかが除雪を」と

感謝の声が寄せられました

「人知れず雪かきをされる方

がいらっしゃると先月号の会報

「まち」で知りました。退院し

て戻ったら家の回りや玄関の雪

がかいてありました。どなたか

わかりませんが、とてもうれし

くて感謝しています。」と、事

務局に連絡が入りました。

聞いているこちらも幸せにな

りました。雪かきされた方、連

絡をくださった方、

ありがとうござい

ました。

犬・猫問題

犬や猫の糞尿等の問題が無くな

りません。犬の糞を投げ捨てる人

やそのままにする人があります。

必ず持ち帰り処理をしてください。

野良猫も餌をやっている人が飼

い主となります。飼い主は、増や

さない・トイレの躾・宅内飼育を

お願いします。

猫対策の超音波

器具が町民生活課

で貸出しされてい

ます。

連休中の事務所の休みについて
４月29日(金)～５月５日(木)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。

100歳体操

コミセン及びつどい100歳体操は

休止しています。健康福祉課より

再開の許可が出次第再開します。

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

今月から分別ごみの記載が
多少変更になっています。
発泡は軟プラ類です。


