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新型コロナウイルスの感染拡大の影響で全国各

地で様々なイベントや行事が自粛される中、青少

年育成会主催行っている中学新１年生の自転車通

学路確認は、中止も検討しましたが、保護者から

の強い要望もあり、保護者の付添自粛、マスク着

用、健康状態の事前チェック等の対策をして、３

月29日(日)に延期し実施しました。

東西町は、坂道も多く、車の交通量も比較的多

いため、小学生の時にあまり自転車に乗る機会が

少ない環境にあります。

小学生はバス通学であり、それが中学生になる

といきなり自転車で通学することになります。

中学校までの通学路は国道を通ったりと様々な

危険箇所があります。なかなか各家庭であらかじめ通学路の確認を行うのも大変です。地域の子供達や心

配する保護者の為に、青少年育成会が自転車通学路確認を始めて今年で５年目にな

りました。中学生が安全で元気に通学するために、

この活動の重要性を改めて感じました。

自転車隊としてご協力いただきました柴田幹

也さん(3-3)、旦那さんの急な仕事で急遽ピンチ

ヒッターで参加していただいた荒木里美さん(4-

5)、事務局の黒木さん本当にありがとうござい

ました。

青少年育成会会長 松本和緒

予定していました４月19日(日)第13回東西町

地域振興協議会通常総会は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、コミュニティセンター

での総会は中止し、書面表決による総会に変更

することにいたしました。

４月末に、新班長から、総会議案書と書面表

決書を会員の皆さんに配布していただきました。

この表決書に記入いただき、５月10日までに

新班長へお届けください。この表決書が、会員

の過半数以上の提出がないと総会の成立となり

ませんので、提出のご協力をお願いします。

議決結果については、後日、お知らせいたし

ます。

中学新１年生自転車通学路確認

第13回東西町地域振興協議会総会は、初の「書面表決による総会」

桜のトンネルをくぐって通学します。事故のないように安全を願います

横断歩道は、自転車から
降りて歩いて渡りましょう出発前の新中学１年生

書面表決による総会議案書 表決書

日 曜日 ５月の予定表
1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木 万寿会GG

8 金                　　                   　　　　　　 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

9 土

10 日 万寿会役員会

11 月 万寿会GG

12 火

13 水

14 木 習字/万寿会GG

15 金

16 土 低山会

17 日

18 月 万寿会GG

19 火

20 水

21 木 習字/万寿会GG

22 金 　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

23 土 野菜市8:00頃～/低山会

24 日

25 月 万寿会GG

26 火

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金 ＊不燃ごみ

30 土

31 日

6月の予定
7 日 春の一斉清掃【町づくり部】・・・中止

21 日 防災訓練【事務局】・・・延期
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今月から野菜市再開

地物新鮮野菜を即売します

日時：５月23日(土)8:00頃～

場所：つどい前

皆さん、とにかく今は我慢を

お願いします

先が見えない毎日ですが、収

束する日がくるまで、家ででき

る楽しいことを見つけましょう。

この機会に時間のかかる写真

の整理をしてみるのもいいと思

います。家の中や外回りの片付

け等、することはたくさんある

はずです。

みんなが不安、でも、どうせ

時間を過ごすなら、有効に前を

向いて過ごしましょう。

草刈り作業ができる方募集！

地区内の空き地の草刈りをして

いただける有償ボランティアを募

集します。

草刈りの出来る方が減ってきま

した。作業は、年２回、春(６月)

と秋(10月)の一斉清掃に合わせて

行っていただきます。

草刈機や燃料は無償で使ってい

ただけます。事務局へお知らせく

ださい。

なお、個人的なことに使用する

ための貸し出しはご相談ください。

☆魚屋さん(火)・(土)11:00～つどい

☆わくわくショップ ５月は中止

野菜は
イメージです

協議会事務所業務について
５月１日～６日まで休みます。
７日(木)から業務を行います。

＊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。

可燃ごみ
通常通り収集されます。

番地又は記名をお願いします。

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

使用禁止になっています

○東西町スポーツ広場

○コミュニティセンター

○つどい

集まらないことが一番の感染防
止です。どうぞみなさんご協力を
お願いします。
期間：５月６日(水)まで

延長になる場合もあります。

体を動かしましょう

☆いきいき１００歳体操

なんぶSANチャンネルで放送

９：５０～と１３：５０～

☆テレビ体操(ラジオ体操)

教育テレビ ６：２５～(毎日)

総合 １４：５５～(月～金)
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毎年福祉部の行事として部員の方に協力いただい

ています。今年度の小学新１年

生８名に、つどいと東町バス停

の２箇所で通学時の安全を願っ

て、反射材の貼付けをしました。

新１年生に限らず児童全員が

事故に会わないように、家族の

方や地域の皆さまと協力して見

守りなどを行うと共に、小学生

の皆さんは登下校時に関わらず

各自で常に安全対策を行い、自

分の身を守って欲しいものです。

福祉部長 野口昭男

いつもならつどいバス待ち室にギュウギュウ詰め

になってバスを待ちますが、この度のコロナウイル

ス感染拡大を防止するため、つどい駐車場で待つこ

とにしました。この日は、急遽イスと紐で道路に飛

び出さないための仕切りをしました。

子どもたちは直ぐに理解してくれて、きちんと班

ごとに並んで待っていました。

その日のうちに、三角コーンとバーを準備しまし

たので、当番の方から保護者へ、雨の日はバス待ち

室と軒下に半数ずつ等、臨機応変に対応することを

連絡してもらうようお願いしました。

マスクをす

ることや、バ

スの中で話を

しない、手洗

い等について、

ご家族でも、

話し合ってく

ださい。

ランドナップに反射材の貼り付け

つどいのバス待ち

４月20日に予定していた新年度区長・班長会議で

区長や班長の役目要領についての説明会は、この度

のコロナウイルス情勢で中止といたしました。

新区長・班長へは、役目要領(説明書)をお配りし

ました。

文書配付や集金、入退会、区会や班会の開催、そ

の他についてたくさんの内容です。会議での直接の

説明や質問などをする事が出来ませんので、わから

ないこと等ありましたら、いつでもご連絡ください。

区長・班長役目に関わるコピー等ありましたら、

無料ですることができますのでお越しください。

また、このような状況ですので、皆で支え合って

乗り越えていきたいと思います。前区長・班長の方

には、相談にのっていただくと共にアドバイス等も

お願いします。

区長・班長、他の委員の方々が、

地域のためにされることに対して温

かい気持ちでご協力をお願いします。

新年度区長・班長へは役目要領を配布

新型コロナウイルスの感染拡大による職員の集団感染(クラス

ター)で、役場機能に支障が出ないようにするため、４月20日

(月)からサテライトオフィス(分散勤務事務所)としてつどいに

開設されました。

総務課４名と企画政策課４名が勤務されています。

役場がサテライトオフィス開設

南部町でも新型コロナウイルス感染拡大を防止す

るため、楽しい集まりや外出の自粛要請が出て不安

ばかりの毎日を過ごしていました。

数年前より挫折を繰り返し、夫には積木くずしと

言われ続けながらも実践不可能状態だった断捨離？

でしたが、この時世を良いチャンスと捉え本気で挑

戦することにしました。

思い出の品は中々断捨離の決断が出来ません。

息子や夫からのメルカリ(ネットショッピング)やク

リーンセンター等の簡単に片付く提案を振り払い、

自分で選別することにしました。

１日も早く幸せの空間づくりと共に、コロナの収

束が来ることを願っています。普通に過ごせる有難

さに感謝しながら・・・。 ３区 Ｈ

投稿(私の巣ごもり作戦)

僅か２日で開設されたサテライトオフイス

安全に通学してね！

東町バス停でも無事を
願いながら貼りました

当分の間、バス待ち場所を
つどい駐車場にしました

第１５４号 東西町地域振興協議会 令和２年５月１日（２０２０）

3

さつき祭【人づくり部・実行委員会】

この度の新型コロナウイルス感染拡大防止として、

密閉・密集・密接を避けるためにさつき祭は中止と

いたしました。

さつき祭の作品展示のために、作品の制作をして

いらっしゃったことと思いますが、ご理解をお願い

します。

春の一斉清掃【町づくり部】

日時：６月７日(日)に予定していましたが、事業と

しての一斉清掃は行わないことにいたします。

できればこの日までに、各自で自宅周辺や側溝

等除草や清掃をお願いします。

公共スペースの清掃については、町づくり部と協

議していきます。

また、宅地内、所有地、管理地(空き家)等のはみ

だし樹木の剪定や草取り、資材の管理等、近隣に

迷惑のかからないように管理をお願いします。

(処分等は各自でお願いします)

皆さんのご協力をお願いします。

西町バス停清掃

毎月、班ごとに順番制で行っていただいている、

西町バス停の清掃についても、集まることでリスク

が生じるとの事から４月から当分の間、休止としま

す。再開時は、４月が当番となっていた班からお願

いします。再開時に当番表を配布します。

行事の中止・休止について

４月４日(土)平成31年(令和元年)度の最後となる

第６回目の運営委員会を部長・区長・会計・事務局

で行いました。

協議事項は、以下のとおりです。

○協議会会長の選考について

○総会について

総会議案書の承認と、読み合わせを行いました。

○総会までの日程について

○その他

・各部や区からの報告事項

・第３期地域づくり計画書作成の進捗と、住民と

の意見交換会や配布の日程について説明しまし

た。

第６回運営委員会

新区長の紹介 (敬称略)

皆様、初めまして。この度

の移動で阿賀駐在所に赴任し

てまいりました遠藤と申し

ます。出身は大山町で、年

齢は34歳です。

本来であれば、巡回連絡を

通じて各ご家庭に顔を出した

いところではありますが、コ

ロナウイルスの関係もあり、なかなか思うように活

動できていない状況があります。ですから、外で私

を見かけられた際には、気軽に声をかけていただけ

たら幸いです。

至らないところもあるかもしれませんが、よろし

くお願いします。

遠藤祐希さん

４月から阿賀駐在所に赴任しました

長時間に及んだ今年度最後の運営委員会

脱会のお知らせ（敬称略）

＜脱会＞

2区3班 梶原 操 東町166

お世話になります。どうぞよろしくお願いします。

３区長 西尾明己 ４区長 兵庫勝也

１区長 高柴武司 ２区長 高塚章一
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の意見交換会や配布の日程について説明しまし

た。

第６回運営委員会

新区長の紹介 (敬称略)

皆様、初めまして。この度

の移動で阿賀駐在所に赴任し

てまいりました遠藤と申し

ます。出身は大山町で、年

齢は34歳です。

本来であれば、巡回連絡を

通じて各ご家庭に顔を出した

いところではありますが、コ

ロナウイルスの関係もあり、なかなか思うように活

動できていない状況があります。ですから、外で私

を見かけられた際には、気軽に声をかけていただけ

たら幸いです。

至らないところもあるかもしれませんが、よろし

くお願いします。

遠藤祐希さん

４月から阿賀駐在所に赴任しました

長時間に及んだ今年度最後の運営委員会

脱会のお知らせ（敬称略）

＜脱会＞

2区3班 梶原 操 東町166

お世話になります。どうぞよろしくお願いします。

３区長 西尾明己 ４区長 兵庫勝也

１区長 高柴武司 ２区長 高塚章一
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令和２年５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

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で全国各

地で様々なイベントや行事が自粛される中、青少

年育成会主催行っている中学新１年生の自転車通

学路確認は、中止も検討しましたが、保護者から

の強い要望もあり、保護者の付添自粛、マスク着

用、健康状態の事前チェック等の対策をして、３

月29日(日)に延期し実施しました。

東西町は、坂道も多く、車の交通量も比較的多

いため、小学生の時にあまり自転車に乗る機会が

少ない環境にあります。

小学生はバス通学であり、それが中学生になる

といきなり自転車で通学することになります。

中学校までの通学路は国道を通ったりと様々な

危険箇所があります。なかなか各家庭であらかじめ通学路の確認を行うのも大変です。地域の子供達や心

配する保護者の為に、青少年育成会が自転車通学路確認を始めて今年で５年目にな

りました。中学生が安全で元気に通学するために、

この活動の重要性を改めて感じました。

自転車隊としてご協力いただきました柴田幹

也さん(3-3)、旦那さんの急な仕事で急遽ピンチ

ヒッターで参加していただいた荒木里美さん(4-

5)、事務局の黒木さん本当にありがとうござい

ました。

青少年育成会会長 松本和緒

予定していました４月19日(日)第13回東西町

地域振興協議会通常総会は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、コミュニティセンター

での総会は中止し、書面表決による総会に変更

することにいたしました。

４月末に、新班長から、総会議案書と書面表

決書を会員の皆さんに配布していただきました。

この表決書に記入いただき、５月10日までに

新班長へお届けください。この表決書が、会員

の過半数以上の提出がないと総会の成立となり

ませんので、提出のご協力をお願いします。

議決結果については、後日、お知らせいたし

ます。

中学新１年生自転車通学路確認

第13回東西町地域振興協議会総会は、初の「書面表決による総会」

桜のトンネルをくぐって通学します。事故のないように安全を願います

横断歩道は、自転車から
降りて歩いて渡りましょう出発前の新中学１年生

書面表決による総会議案書 表決書

日 曜日 ５月の予定表
1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木 万寿会GG

8 金                　　                   　　　　　　 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

9 土

10 日 万寿会役員会

11 月 万寿会GG

12 火

13 水

14 木 習字/万寿会GG

15 金

16 土 低山会

17 日

18 月 万寿会GG

19 火

20 水

21 木 習字/万寿会GG

22 金 　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

23 土 野菜市8:00頃～/低山会

24 日

25 月 万寿会GG

26 火

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金 ＊不燃ごみ

30 土

31 日

6月の予定
7 日 春の一斉清掃【町づくり部】・・・中止

21 日 防災訓練【事務局】・・・延期
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今月から野菜市再開

地物新鮮野菜を即売します

日時：５月23日(土)8:00頃～

場所：つどい前

皆さん、とにかく今は我慢を

お願いします

先が見えない毎日ですが、収

束する日がくるまで、家ででき

る楽しいことを見つけましょう。

この機会に時間のかかる写真

の整理をしてみるのもいいと思

います。家の中や外回りの片付

け等、することはたくさんある

はずです。

みんなが不安、でも、どうせ

時間を過ごすなら、有効に前を

向いて過ごしましょう。

草刈り作業ができる方募集！

地区内の空き地の草刈りをして

いただける有償ボランティアを募

集します。

草刈りの出来る方が減ってきま

した。作業は、年２回、春(６月)

と秋(10月)の一斉清掃に合わせて

行っていただきます。

草刈機や燃料は無償で使ってい

ただけます。事務局へお知らせく

ださい。

なお、個人的なことに使用する

ための貸し出しはご相談ください。

☆魚屋さん(火)・(土)11:00～つどい

☆わくわくショップ ５月は中止

野菜は
イメージです

協議会事務所業務について
５月１日～６日まで休みます。
７日(木)から業務を行います。

＊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。

可燃ごみ
通常通り収集されます。

番地又は記名をお願いします。

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

使用禁止になっています

○東西町スポーツ広場

○コミュニティセンター

○つどい

集まらないことが一番の感染防
止です。どうぞみなさんご協力を
お願いします。
期間：５月６日(水)まで

延長になる場合もあります。

体を動かしましょう

☆いきいき１００歳体操

なんぶSANチャンネルで放送

９：５０～と１３：５０～

☆テレビ体操(ラジオ体操)

教育テレビ ６：２５～(毎日)

総合 １４：５５～(月～金)


