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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

１月９日(日)旧天津運動公園を会場にとんどさん

を行いました。東西町にお住まいの皆様の１年間の

心身の健康・家内安全などを祈願いたしました。

コロナ禍のため、今年も新年会に替わって互礼会

を行いとんどさんの開始前に小杉協議会長から新年

の挨拶がありました。

天候は快晴、開始時刻を９時にしたこともあって

か、沢山の皆さんに来ていただき厳かに執り行われ

ました。

前日からの準備等にご尽力頂いた皆様ありがとうご

ざいました。 町づくり部長 石田泰弘

とんどさん

任期満了に伴い協議会長の候補者を公募します。

任期：令和４年４月１日～令和７年３月31日

報酬：月額100,000円

公募の期間：令和４年２月16日(水)

～２月24日(木)

応募される方は住所、氏名、連絡先を用紙に記入

の上、ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出

下さい。会長候補者は、応募された方を含めて選考

委員会、運営委員会で選考し総会に提案します。

協議会長の一般公募について

１月22日(土)第４回運営委員会をつどいで開催

しました。協議事項は次のとおりです。

①行政関連各種委員(地域福祉委員)選任について

②協議会長の一般公募について

③生活課題解決判定基準について

要望の情報共有と、対応の判定基準を設け可視

化することについて協議しました。

④弔慰規定(香典)について

現在、正会員(会員名簿記載者)5,000円、準会

員(家族)3,000円を香典として贈与している。

準会員(家族)の定義が曖昧なことから、実情に

そぐわないケースが発生しています。そのため

基準を作成することにしました。

その他

○南部町地域福祉推進計画について(３頁に記載)

○合同人権学習会について (３頁に記載)

３月に全区合同で行うことにいたします。

○ざつがみ(古紙類)と小雑紙(プラ類）について

区会等でも「違いがわかりにくい」といった声

がありましたので、まとめました。全戸配布し

ましたのでご確認ください。

○令和４年度総会について

令和４年度総会は、コロナの終息がみられない

場合、書面表決ではなく、代理人(新年度の班

長・理事予定者)に限定して開催する。総会で

承認された新区長・班長への業務内容の説明会

を引き続き行うことなどを検討しています。

運営委員会

新年の挨拶をする小杉会長

祝詞の奏上（町づくり部
長）で開始されるとんどさ

んの風景

松明で行った火付け式

日 曜日 ２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

6 日 万寿会ゴミ拾い

7 月 卓球/万寿会GG

8 火

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金

12 土 ＊布類

13 日

14 月 卓球/万寿会GG

15 火 ２区サロン

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～/万寿会GG総会

20 日

21 月 新年度放課後児童クラブ説明会/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

28 月 卓球/万寿会GG

３月の予定
13 日 バウンスボール大会：中止【人づくり部】

19 土 いちご狩り⇒予約販売に変更【人づくり部】

リサイクル【青少年育成会】

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】
27 日
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電話等での
甘い誘いに注意！

電話等でも、いろいろ

な誘いがあます。中には

多額のお金を振り込んでしまった

という方も居られます。

“なんで騙されるのかな～自分は

大丈夫”と思っている人ほど注意！

相手は騙しのプロです。

自分一人で早急に判断しないよ

うにしましょう。

可燃ごみ用の看板を新しくしました

地区内の可燃ごみ集積場に設

置してある看板のうち10ヶ所を

新しい看板に交換しました。

内容を確

認して守っ

ていただき

ますようお

願いします。

ＡＥＤをボックスから取り出す方法

コミュニティセンター玄関外のボッ

クスにＡＥＤが入っています。

イザと言う時に慌てないように取

り出し方を確認しておいてください。

先ず、①のボタンを押すとレバー

が上がる。⇒上がったレバーを右側

に45度回すとボックスが開けられる

ようになります。

手順を掲示しています。

①
ボタン

つどい及びコミセン100体

再開する時には放送などでお知らせ

します。それまでは自宅でラジオ体

操や100歳体操で健康づくりを行って

ください。(２頁をご覧ください)

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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12月27日(月)今季初の積雪で除雪ボランティアに

出動していただきました。

除雪ボランティアは、３名を１グループとして３

グループあり、基準に達すると順番に出動します。

子どもたちが安全にバス停に行けるようにするた

め、バス乗車時間までに歩道の除雪を行っていただ

きました。早朝から寒い中、ありがとうございます。

平成25年４月から９年間、南部町内を巡回し、東

西町へは週２回、ほぼ個別訪問のような形で日用品

や食品等の販売に来ていた高島屋の移動販売車ロー

ズちゃん号が、１月末で廃止されました。

利用者から

月曜日と木曜日の午前中、軽快な音楽と共に「ロー

ズちゃん号」がやってくると、母はそそくさと出か

けて菓子パンや饅頭、お寿司などお楽しみの品を買っ

ていました。バナナは常時購入していたけど、街に

買い物に出かけて買うと荷物になるんで、ローズちゃ

ん号で助かっていたとのこと。

開始の頃と比べて、利用される方がだんだん減っ

ており、「廃止もやむを得ないけど寂しくなるな」

と呟いていました。

しばらくは、月曜日と木曜日の午前中に陽気な音

楽が聞こえなくて、物足りなくなってしまうんじゃ

ないでしょうか。

３区 利用者

除雪ボランティア出動

ローズちゃん号は１月末で廃止

新型コロナウイルスオミクロン株が米子市で確認

されたため、つどい及びコミセン100歳体操は、１

月14日から当分の間休止にすることにしました。

100歳体操が再開されるまでの健康づくりとして、

自宅で100歳体操やラジオ体操を行った場合、ふれ

あい健康づくりポイントの対象にします。

ポイントカードの100歳体操の欄に実施した日付

けを記入してください。毎日の実施でも対象になり

ます。なお、両方実施しても１日分とします。

ラジオ体操は、ラジオやNHKテレビ、100歳体操は

なんぶSANチャンネルで放送しています。

自宅でもマスク着用や消毒・手洗い等のコロナ感

染防止対策をお願いします。

自宅で行った体操もポイント付与

細 田 泰 士(1区)

門 脇 直 大(1区)

船 越 好 夏(1区)

田 部 健太郎(2区)

青 戸 惣 平(2区)

吉 村 龍 介(2区)

森 山 遥(2区)

門 脇 真 子(3区)

舩 越 翔 太(4区)
(令和３年度成人式名簿による)

「成人」おめでとうございます。

皆さんは、これまで多くの方にお世話になり見守

られて来たことと思います。これからは一人の社会

人として責任ある行動をしましよう。地域は皆さん

をずっと応援しています。

祝 成人

誤字についてお詫びと訂正をします

新しい町づくりの歩み 東西町創生50周年記念誌

35頁 編集委員会の様子の写真コメントに誤字

がありましたのでお詫びして訂正します

(正しくは)15回を数えた記念誌編集委員会

1区から４区までの歩道を除雪しました
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１月～２月の行事の中止・延期
新型コロナウイルスオミクロン株感染拡大防止のため、

中止または延期になった行事です。

中止簡単帯づくりと着付け【人づくり部】

延期ものづくり講座：金継ぎ【人づくり部】

中止雪だるまコンテスト【人づくり部】

中止東西町健康講座【福祉部・健康増進委員】

中止ボーリング大会【人づくり部】

合同人権学習会【福祉部・人権学習推進委員】

日時：３月５日(土)15:30～17:00

場所：コミセン(大集会室)

内容：全区合同で人権学習会を行います。

いちご狩りを⇒予約販売に変更します【人づくり部】

日時：３月19日(土)

(当初３月５日に予定していましたが変更しました。)

値段：１パック1,000円(あかり農園)

予約申込み：３月10日(木)までに事務所へ

お渡し：19日(土)13:00～14:00の間に事務所で

お渡ししますので、お越しください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定し

ている行事を中止する場合もあります。ご理解をお

願いします。

１月18日(火)東西町放課後児童クラブの運営委員

会を開催しました。

委員は、民生児童委員・保護者・支援員の各代表、

協議会長、副会長、担当事務局員です。

昨年度の活動報告、新年度の計画、中間決算報告、

児童の様子や新年度の利用について等の話し合いを

行いました。

新年度の利用定員は未だ余裕がありますので事務

局にご相談

ください。

地域福祉推進計画とは、少子・高齢化・人口減少

社会にあって、誰もが住み慣れた地域で安心してい

きいきと“幸せ”に暮らせるように地域住民や、行

政などが連携・協働しながら共に支え、共に生きる

地域を実現するための取組みです。

私たちの住む地域には、隠れた課題や小さな困り

ごとがたくさんあります。これらは、地域に住むい

ろいろな人の目を通すことで見つけることが可能に

なったり、地域で支え合い、助け合うことで解決し

たりできる場合があります。

その具体的な取組みやしくみについて考え、実践

していくためのチームのメンバーを地域住民から公

募します。あなたにとって暮らしやすい地域とはど

んな地域か、一緒に考えてみませんか。

健康福祉課 勝部

（おもな役割）※R４.４月～

・月１回程度 定例の意見交換会への参加

・年数回の研修会や勉強会への参画

・来年度の事業検討 など

詳細は、別途ご説明いたします。

協議会事務局までご連絡ください。

地域福祉推進計画

放課後児童クラブ運営委員会

参加される方は、マスク着用等のマナーを守っ

てください。体調の悪い場合はご遠慮ください。

１月13日第２回目の生活課題解決検討会(仮称)を

行いました。

前回９月に基本的な内容について話し合いを行い

ました。今回は、具体的な要望の流れや、緊急性、

公共性などを点数化する判定基準について検討しま

した。運営委員会で協議を重ね総会に提案すること

にしま

す。

第２回生活課題解決検討会(仮称)

放課後児童クラブ運営委員会

判定基準を検討する生活課題解決検討委員

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください
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なったり、地域で支え合い、助け合うことで解決し

たりできる場合があります。

その具体的な取組みやしくみについて考え、実践

していくためのチームのメンバーを地域住民から公

募します。あなたにとって暮らしやすい地域とはど

んな地域か、一緒に考えてみませんか。

健康福祉課 勝部

（おもな役割）※R４.４月～

・月１回程度 定例の意見交換会への参加

・年数回の研修会や勉強会への参画

・来年度の事業検討 など

詳細は、別途ご説明いたします。

協議会事務局までご連絡ください。

地域福祉推進計画

放課後児童クラブ運営委員会

参加される方は、マスク着用等のマナーを守っ

てください。体調の悪い場合はご遠慮ください。

１月13日第２回目の生活課題解決検討会(仮称)を

行いました。

前回９月に基本的な内容について話し合いを行い

ました。今回は、具体的な要望の流れや、緊急性、

公共性などを点数化する判定基準について検討しま

した。運営委員会で協議を重ね総会に提案すること

にしま

す。

第２回生活課題解決検討会(仮称)

放課後児童クラブ運営委員会

判定基準を検討する生活課題解決検討委員

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください
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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

１月９日(日)旧天津運動公園を会場にとんどさん

を行いました。東西町にお住まいの皆様の１年間の

心身の健康・家内安全などを祈願いたしました。

コロナ禍のため、今年も新年会に替わって互礼会

を行いとんどさんの開始前に小杉協議会長から新年

の挨拶がありました。

天候は快晴、開始時刻を９時にしたこともあって

か、沢山の皆さんに来ていただき厳かに執り行われ

ました。

前日からの準備等にご尽力頂いた皆様ありがとうご

ざいました。 町づくり部長 石田泰弘

とんどさん

任期満了に伴い協議会長の候補者を公募します。

任期：令和４年４月１日～令和７年３月31日

報酬：月額100,000円

公募の期間：令和４年２月16日(水)

～２月24日(木)

応募される方は住所、氏名、連絡先を用紙に記入

の上、ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出

下さい。会長候補者は、応募された方を含めて選考

委員会、運営委員会で選考し総会に提案します。

協議会長の一般公募について

１月22日(土)第４回運営委員会をつどいで開催

しました。協議事項は次のとおりです。

①行政関連各種委員(地域福祉委員)選任について

②協議会長の一般公募について

③生活課題解決判定基準について

要望の情報共有と、対応の判定基準を設け可視

化することについて協議しました。

④弔慰規定(香典)について

現在、正会員(会員名簿記載者)5,000円、準会

員(家族)3,000円を香典として贈与している。

準会員(家族)の定義が曖昧なことから、実情に

そぐわないケースが発生しています。そのため

基準を作成することにしました。

その他

○南部町地域福祉推進計画について(３頁に記載)

○合同人権学習会について (３頁に記載)

３月に全区合同で行うことにいたします。

○ざつがみ(古紙類)と小雑紙(プラ類）について

区会等でも「違いがわかりにくい」といった声

がありましたので、まとめました。全戸配布し

ましたのでご確認ください。

○令和４年度総会について

令和４年度総会は、コロナの終息がみられない

場合、書面表決ではなく、代理人(新年度の班

長・理事予定者)に限定して開催する。総会で

承認された新区長・班長への業務内容の説明会

を引き続き行うことなどを検討しています。

運営委員会

新年の挨拶をする小杉会長

祝詞の奏上（町づくり部
長）で開始されるとんどさ

んの風景

松明で行った火付け式

日 曜日 ２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

6 日 万寿会ゴミ拾い

7 月 卓球/万寿会GG

8 火

9 水

10 木 習字/万寿会GG

11 金

12 土 ＊布類

13 日

14 月 卓球/万寿会GG

15 火 ２区サロン

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～/万寿会GG総会

20 日

21 月 新年度放課後児童クラブ説明会/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

28 月 卓球/万寿会GG

３月の予定
13 日 バウンスボール大会：中止【人づくり部】

19 土 いちご狩り⇒予約販売に変更【人づくり部】

リサイクル【青少年育成会】

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】
27 日
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電話等での
甘い誘いに注意！

電話等でも、いろいろ

な誘いがあます。中には

多額のお金を振り込んでしまった

という方も居られます。

“なんで騙されるのかな～自分は

大丈夫”と思っている人ほど注意！

相手は騙しのプロです。

自分一人で早急に判断しないよ

うにしましょう。

可燃ごみ用の看板を新しくしました

地区内の可燃ごみ集積場に設

置してある看板のうち10ヶ所を

新しい看板に交換しました。

内容を確

認して守っ

ていただき

ますようお

願いします。

ＡＥＤをボックスから取り出す方法

コミュニティセンター玄関外のボッ

クスにＡＥＤが入っています。

イザと言う時に慌てないように取

り出し方を確認しておいてください。

先ず、①のボタンを押すとレバー

が上がる。⇒上がったレバーを右側

に45度回すとボックスが開けられる

ようになります。

手順を掲示しています。

①
ボタン

つどい及びコミセン100体

再開する時には放送などでお知らせ

します。それまでは自宅でラジオ体

操や100歳体操で健康づくりを行って

ください。(２頁をご覧ください)

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


