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コロナ禍で頑張るボランティアの皆さん

３年程前から50周年記念誌刊行に向けて写真の整理等を少しず

つ行っていましたが、いよいよ本格的に動き始めました。

編集委員は、原 和正(前協議会会長・元公民館長)、佐伯一二

美(元自治会長・元公民館編集委員長)、事務局員の黒木美由紀

(元公民館主事)の３名です。(敬称略)

原 和正さんに委員長をお願いし、膨大な資料の中から団地造

成から始まる半世紀のあゆみを綴ります。

東西町の特徴的な取り組みを、思い出とともに、写真とコメン

トを主にした見やすい記念誌にしようと思っています。記事にす

るために皆さんにお話を伺うことがありますので、その時はご協力をお願いします。

８月に編集を完了し10月には配布できるように作業を進めています。

東西町創成50周年記念誌刊行

除雪ボランティアBチーム出動

今季２度目の大雪で積雪が15セン

チに達した２月18日。児童の登校時

間に間に合うようにと、早朝から除雪

ボランティア雪かき隊Bチームの３名

が出動。水分を多く含んだ雪のため、除雪機のノズル詰まりが多く

作業に手間取りましたが、旧国道の歩道及びバス停の除雪作業を

行いました。

頑張るわくわくショップ
２月20日(土)今年最初のわくわくショップを開催しま

した。リユース品も沢山陳列され賑わったわくわくショッ
プでした。コロナ禍ではありますが、消毒やマスクを徹
底してこれからも開催します。

ブームの断捨離で使わなくなった物があればお知ら
せください。安価な販売で、皆さんに大変喜んでいた
だいています。

先月から立ち上げた編集委員会
２月は３回の編集会議を行いました

野菜市も頑張っています
例年、この時期は販売する野菜が

無く休止していましたが、今年は時期
をずらして作っています。４月までは
不定期で開催します。

「西町の郷」送迎ボランティア
運転は勿論、乗降でも安全第一を心

がけています。

子ども見守り
元気いっぱいの子ども達。

毎日の登下校時に安全の見守りをありが
とうございます。

日 曜日 ３月の予定表
1 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

2 火

3 水 【買い物代行説明会16:00～】

4 木 習字/万寿会GG

5 金 コミセン100体　　　　　   ＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

6 土 2区2班班会/銭太鼓/ソフトバレー

7 日
＜リサイクル＞＜中学新１年生自転車通学路確認＞
運営委員会/万寿会ゴミ拾い/1区4班班会

8 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

9 火

10 水 ２区サロン

11 木 習字/万寿会GG

12 金 コミセン100体

13 土 銭太鼓/ソフトバレー

14 日 ＜バウンスボール大会【中止】＞ 2区3班班会

15 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

16 火 １区サロン

17 水

18 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

19 金
コミセン100体
　　  ＊再ビン・ペットB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類(発泡)・小雑紙

20 土 わくわくショップ9：00～/銭太鼓/ソフトバレー

21 日 2区1班班会/マージャン

22 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

23 火

24 水

25 木 習字/万寿会GG

26 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

27 土 運営委員会/３区サロン/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

28 日 子ども会役員会

29 月 監査/つどい100体/卓球/万寿会GG

30 火

31 水

４月の予定
東西町地域振興協議会書面表決総会【事務局】

　＊４月上旬に議案書と表決書を配布します。

12 月 反射材装着【福祉部】

19 月 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

書面表決総会の開催

今年の総会も昨年同様、書面表

決にいたします。

現班長の皆さんには、議案書や

表決書の配布及びとりまとめ(回収)

等でお世話になります。後日お知

らせいたします。

現班長の任期は４月18日(日)ま

でです。引き継ぎを行い、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。

住宅案内看板を撤去しました

先月号でお知らせしていました

住宅案内看板の撤去作業が終わり

ました。

昭和48年に美保土建様から寄贈

いただき、今まで２回の補強工事

を行ってきましたが、強風のため

１月に２区・３区の看板が道路側

に倒れたことで他の２箇所も撤去

いたしました。

班会議等で施設が利用できます

班会等でつどいやコミセンが

利用できます。

密を避けるために、20名以上

であればコミセンを

ご利用ください。

申し込みは協議会事

務所へお願いします。

分別ごみ分類の間隔を空けて！

分別ごみは、分類の違う物を間

隔を空けて置くようにしてくださ

い。業者が分類ごとに積み込みさ

れますので、積み込みしやすいよ

うに間隔を空けて置いてください。

散歩途中、法勝
寺川土手で見か
けた初土筆(つく

し)２月24日

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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昨年の敬老会の話です。コロナ禍のため、コミセ

ンでの敬老会は中止にし、敬老会対象の皆さんには、

地区の小学生と中学生の代表からのお祝いメッセー

ジを添えて記念品をお届けしました。

すると、「中学校にお礼の手紙が届いた」と、メッ

セージをお願いした勝

田君が事務所に見せに

来てくれました。

差し出し人はわかり

ませんが、お礼と受験

への激励の言葉でした。

この様な想いを積み

重ねることが子ども達

にとってふるさとの思

い出となっていくのだ

なと感じました。

心がほっこりする話

【接種スケジュール】

ワクチンは、徐々に供給が行われることになりま

すので、一定の接種順位を決めて、接種を行ってい

きます。ワクチンは２回接種します。

【接種を受けるための手続き】

■65歳以上の方

(１)３月中旬に、町から個別通知(接種券、予診票、

日程表)を順次郵送します。

(２)集団接種を受ける場合は、予約ダイヤル

(※３月下旬開設予定)に電話で予約してくださ

い。

(３)接種当日は、町から郵送した個別通知に同封さ

れている、①「接種券」 ②あらかじめ記入し

た「予診票」 ③「本人確認書類(マイナンバー

カード、免許証、保険証など)」を必ずお持ち

ください。接種費用は無料です。

■65歳未満の方

４月頃にお知らせする予定です。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、接

種を受ける方の同意がある場合のみ行います。受け

る方の同意なく、接種が行われることはありません。

詳細は、２月18日発行の情報なんぶをご覧ください。

新型コロナワクチン接種について

最近、分別ごみの積み残しが多く発生しています。分別内容が一部変更になっていますので、先月配布

された「令和３年度 南部町 ごみ収集カレンダー・ごみの分別表」及び「令和２年度改訂版 南部町 ごみ

の分け方・出し方(五十音順)」をご確認ください。特に積み残しが多い物をご紹介します。

◆ビンと缶は分ける必要はありません。レジ袋を利用する場合は透明なレジ袋を使ってください。

◆ざつがみは東西町独自の取り組みですが、紙袋に入れて古紙類で出してください。米袋は使えません。

◆必ず番地又は名前を明記してください。また、間違っていないと思っても、収集後の取り残しの確認

もお願いします。

分別ごみの出し方が一部変更になっています

退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

４区４班 松原脩一 東町322

品名 分別区分 出し方・気をつけてほしいこと

①(食用油の)ビン・缶 ビン・缶類
中をきれいに洗い、出来るだけラベルをはがす。

ふたは不燃ごみ。

②油のペットボトル 可燃 ラベルのついたまま、中身のない状態にして出す。

③ケチャップの容器 可燃 ふたは外して不燃ごみ。

④枝類 可燃 ３方を50cm以下にし束ね、指定袋(大)をつける。

⑤オイルヒーター 収集しない メーカー・購入先・処理業者へご相談ください。

⑥米袋(紙) 可燃

⑦歯磨きチューブ 可燃 ふたは不燃ごみ。

⑧芳香剤の容器(プラスチック製） 可燃 ふたは外して不燃ごみ。

⑨焼き肉のたれのビン ビン・缶類 中をきれいに洗う。ラベルは軟プラ類、ふたは不燃ごみ。
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リサイクル【青少年育成会】

日時：３月７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(記載しているようにして出してください。)

●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７日(日)

協議会事務所前出発：10:30～11:30

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３日(水)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。

バウンスボール大会【中止】

３月14日(日)に予定していましたが、今年は中止

とさせていただきます。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

回覧でお知らせしていま

したが、東西町スポーツ広

場進入路側に広場に上がる

スロープと手すりを設置す

る工事が行われています。

２月末日の完成予定です。

高齢の方が手押し車で上

がるにはスロープより階段

が上がりやすいのでは、と

いう意見もありましたが、

町担当課や業者等と検討し

た結果、階段は危険であると判断しスロープにする

ことにしました。

利用される方は、守ってください。

①スパイクの使用は止めてください。

②ごみは持ち帰ってください。

③車・自転車は駐車場に入れてください。

④早朝や夜間の利用は近所迷惑になりますので止め

てください。

２月22日(月)集会所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。

出席は、利用児童の保護者、通年支援員３名、東

西町地域振興協議会副会長、事務局担当者でした。

利用についての説明と、保護者代表の選出を行い

ました。保護者代表には、作野雅美さんが選ばれま

した。また、支援員の代表を新年度から本川かよ子

さんにお願いすることになりました。

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.名前を呼ばれたら「はい」と返事ができる。

３.あいてを「おもいやる」ことができる。

新年度の利用者は８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。

放課後児童クラブ新年度説明会
買い物代行に関する説明会開催

日時：３月３日(水)16:00～

場所：コミセン

この事業は、まるごう西伯店とJOCAが協働で行う

買い物代行の事業であり、店舗での買い物に不自由

を感じ、買い物代行を希望される方を対象に行われ

る予定の事業です。

買い物代行の利用料金や仕組みについてJOCAから

説明があります。

当日は、JOCA・まるごう関係者に加え、南部町役

場企画政策課の職員も同席します。

どうぞお出かけください。

東西町スポーツ広場
スロープ・手すり工事

利用児童の保護者へ説明会を行いました

雨の中の工事 2月26日
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▲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７日(日)

協議会事務所前出発：10:30～11:30

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３日(水)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。

バウンスボール大会【中止】

３月14日(日)に予定していましたが、今年は中止

とさせていただきます。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

回覧でお知らせしていま

したが、東西町スポーツ広

場進入路側に広場に上がる

スロープと手すりを設置す

る工事が行われています。

２月末日の完成予定です。

高齢の方が手押し車で上

がるにはスロープより階段

が上がりやすいのでは、と

いう意見もありましたが、

町担当課や業者等と検討し

た結果、階段は危険であると判断しスロープにする

ことにしました。

利用される方は、守ってください。

①スパイクの使用は止めてください。

②ごみは持ち帰ってください。

③車・自転車は駐車場に入れてください。

④早朝や夜間の利用は近所迷惑になりますので止め

てください。

２月22日(月)集会所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。

出席は、利用児童の保護者、通年支援員３名、東

西町地域振興協議会副会長、事務局担当者でした。

利用についての説明と、保護者代表の選出を行い

ました。保護者代表には、作野雅美さんが選ばれま

した。また、支援員の代表を新年度から本川かよ子

さんにお願いすることになりました。

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.名前を呼ばれたら「はい」と返事ができる。

３.あいてを「おもいやる」ことができる。

新年度の利用者は８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。

放課後児童クラブ新年度説明会
買い物代行に関する説明会開催

日時：３月３日(水)16:00～

場所：コミセン

この事業は、まるごう西伯店とJOCAが協働で行う

買い物代行の事業であり、店舗での買い物に不自由

を感じ、買い物代行を希望される方を対象に行われ

る予定の事業です。

買い物代行の利用料金や仕組みについてJOCAから

説明があります。

当日は、JOCA・まるごう関係者に加え、南部町役

場企画政策課の職員も同席します。

どうぞお出かけください。

東西町スポーツ広場
スロープ・手すり工事

利用児童の保護者へ説明会を行いました

雨の中の工事 2月26日
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コロナ禍で頑張るボランティアの皆さん

３年程前から50周年記念誌刊行に向けて写真の整理等を少しず

つ行っていましたが、いよいよ本格的に動き始めました。

編集委員は、原 和正(前協議会会長・元公民館長)、佐伯一二

美(元自治会長・元公民館編集委員長)、事務局員の黒木美由紀

(元公民館主事)の３名です。(敬称略)

原 和正さんに委員長をお願いし、膨大な資料の中から団地造

成から始まる半世紀のあゆみを綴ります。

東西町の特徴的な取り組みを、思い出とともに、写真とコメン

トを主にした見やすい記念誌にしようと思っています。記事にす

るために皆さんにお話を伺うことがありますので、その時はご協力をお願いします。

８月に編集を完了し10月には配布できるように作業を進めています。

東西町創成50周年記念誌刊行

除雪ボランティアBチーム出動

今季２度目の大雪で積雪が15セン

チに達した２月18日。児童の登校時

間に間に合うようにと、早朝から除雪

ボランティア雪かき隊Bチームの３名

が出動。水分を多く含んだ雪のため、除雪機のノズル詰まりが多く

作業に手間取りましたが、旧国道の歩道及びバス停の除雪作業を

行いました。

頑張るわくわくショップ
２月20日(土)今年最初のわくわくショップを開催しま

した。リユース品も沢山陳列され賑わったわくわくショッ
プでした。コロナ禍ではありますが、消毒やマスクを徹
底してこれからも開催します。

ブームの断捨離で使わなくなった物があればお知ら
せください。安価な販売で、皆さんに大変喜んでいた
だいています。

先月から立ち上げた編集委員会
２月は３回の編集会議を行いました

野菜市も頑張っています
例年、この時期は販売する野菜が

無く休止していましたが、今年は時期
をずらして作っています。４月までは
不定期で開催します。

「西町の郷」送迎ボランティア
運転は勿論、乗降でも安全第一を心

がけています。

子ども見守り
元気いっぱいの子ども達。

毎日の登下校時に安全の見守りをありが
とうございます。

日 曜日 ３月の予定表
1 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

2 火

3 水 【買い物代行説明会16:00～】

4 木 習字/万寿会GG

5 金 コミセン100体　　　　　   ＊ビン・缶類・軟プラ類(発泡)・小雑紙

6 土 2区2班班会/銭太鼓/ソフトバレー

7 日
＜リサイクル＞＜中学新１年生自転車通学路確認＞
運営委員会/万寿会ゴミ拾い/1区4班班会

8 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

9 火

10 水 ２区サロン

11 木 習字/万寿会GG

12 金 コミセン100体

13 土 銭太鼓/ソフトバレー

14 日 ＜バウンスボール大会【中止】＞ 2区3班班会

15 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

16 火 １区サロン

17 水

18 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

19 金
コミセン100体
　　  ＊再ビン・ペットB・古紙類(ざつがみ)・軟プラ類(発泡)・小雑紙

20 土 わくわくショップ9：00～/銭太鼓/ソフトバレー

21 日 2区1班班会/マージャン

22 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

23 火

24 水

25 木 習字/万寿会GG

26 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　＊不燃粗大ごみ・不燃ごみ

27 土 運営委員会/３区サロン/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

28 日 子ども会役員会

29 月 監査/つどい100体/卓球/万寿会GG

30 火

31 水

４月の予定
東西町地域振興協議会書面表決総会【事務局】

　＊４月上旬に議案書と表決書を配布します。

12 月 反射材装着【福祉部】

19 月 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

書面表決総会の開催

今年の総会も昨年同様、書面表

決にいたします。

現班長の皆さんには、議案書や

表決書の配布及びとりまとめ(回収)

等でお世話になります。後日お知

らせいたします。

現班長の任期は４月18日(日)ま

でです。引き継ぎを行い、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。

住宅案内看板を撤去しました

先月号でお知らせしていました

住宅案内看板の撤去作業が終わり

ました。

昭和48年に美保土建様から寄贈

いただき、今まで２回の補強工事

を行ってきましたが、強風のため

１月に２区・３区の看板が道路側

に倒れたことで他の２箇所も撤去

いたしました。

班会議等で施設が利用できます

班会等でつどいやコミセンが

利用できます。

密を避けるために、20名以上

であればコミセンを

ご利用ください。

申し込みは協議会事

務所へお願いします。

分別ごみ分類の間隔を空けて！

分別ごみは、分類の違う物を間

隔を空けて置くようにしてくださ

い。業者が分類ごとに積み込みさ

れますので、積み込みしやすいよ

うに間隔を空けて置いてください。

散歩途中、法勝
寺川土手で見か
けた初土筆(つく

し)２月24日

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


