
第１４９号 東西町地域振興協議会 令和元年１２月１日(２０１９)

1

会報まち１２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

11月４日(月・振休)に令和元年度東西町

地区敬老会を、昨年より１名少ない65名が

出席者され開催しました。

原会長の挨拶に次いで、陶山町長に来賓

代表として祝辞をいただいた後、記念

撮影を行いました。

アトラクションは、敬老会では初

めての試みとして秦野副部長の脚本、

演出による福祉部有志にて「劇団ソー

シャルズ」を結成し「オレオレ詐欺」の

寸劇を行いました。１度の練習では不安だったので敬老会当日の早朝

から再度確認のための練習を行い、実演したところ好評のようでした。

毎年出演していただいている「子ども銭太鼓」は、日ごろの練習成

果が出た演技、そして「笑福踊会」の皆さまによる「ひょっとこ踊り」

に笑いが溢れ、楽しんでいただいたところで、細田町議会議員の乾杯御

発声で祝宴に移りました。

会話が尽きない中ではありましたが、閉会の時間になりました。今年

は、プログラムの順番を変えて閉会の前に「ふるさと」を黒木さんの手

話を交え、出席者と役員全員で合唱し、

無事「令和」最初の敬老会を終えること

が出来ました。

これからもずっと元気で敬老会に参加

していただきたいと思います。

実行委員長 野口昭男

11月10日(日)9:30～コミセンとつどいの大掃除を行いました。

日頃施設を利用しておられる団体やボランティアの方々が掃除用具

を持参され、どちらも１時間ほどでトイレや窓、照明まできれいに掃

除をしていただきました。ありがとうございました。

その後、コミセンで全体会議を行いました。事務局からは、電気、

エアコン等の消し忘れが頻発していることへの注意や、長年の懸案だった

食器用とテーブル用布巾の混同について、大きさで区別できるようにする

等、施設内の改善点について説明をしました。出席者からは、利用届けの

チェック欄について、もう少し具体的に記載して欲しい等の意見や要望を、

お聞きしました。皆さんがいつでも気持ち良く施設を利用していただくた

めに、ご協力をお願いします。

コミセン・つどい大掃除と利用者・同好会会議

東西町敬老会

←電話役、受け子、元締め等と配役も
バッチリの劇団「ソーシャルズ」
本物と見間違うほどの迫真の演技

掃除後に利用について話し合いをしました

多くの方の協力で１時間弱で終了でき
ました

挨拶する原会長とご出席のみなさん

笑福踊会のひょっとこ踊り

子ども銭太鼓同好会の演技

←祝辞を述べら
れる陶山町長

日 曜日 １２月の予定表
1 日 1区3班班会/写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

3 火

4 水

5 木 籐あみ教室/習字/万寿会GG

6 金
もちづくり企画会議/コミセン100体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日 町づくり部会議/マージャン

9 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

10 火

11 水

12 木 習字/万寿会GG　　　

13 金 男のクッキング（外）/コミセン100体

14 土
野菜市8:00頃～/もちづくり実行委員会/４区サロン
銭太鼓/ソフトバレー

15 日

16 月 つどい100体/布とあそぶ/２区サロン

17 火

18 水 ３区サロン

19 木 笑いヨガ/習字

20 金
コミセン100体/１区サロン
　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

21 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー

22 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞＜小型除雪機安全講習会＞

23 月 つどい100体/うたの会

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字

27 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

28 土 野菜市8:00頃～/万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

29 日

30 月

31 火 そばの会

１月の予定
12 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

18 土 初釜と着物着付け講習会【人づくり部】
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なんぶSANチャンネルで放映されます

12月16日(月)～１周間

（議会放送終了次第）

「まもなく50周年を迎える東西町

の町づくり」というタイトルで、

ドローンで撮影した運動会の様子

等も紹介されます。ご覧ください。

年末野菜市

12月28日(土)8:00頃～ つどい

しめ縄も販売します

路上駐車は止めましょう

雪のシーズンになります。路

上駐車があると除雪作業に支障

ができ、隣近所にも迷惑がかか

ります。また、子供が車の影か

ら飛び出すと大変な事故につな

がりかねませ

ん。駐車場に

お困りの方は、

協議会へご相

談ください。

コミセン前道路片側通行のお知らせ

東西町スポーツ広場駐車場南側

のポケットパーク(遊び場)造成に

伴う工事が行われます。

工事名：水道管敷設工事

工期：令和２年１月31日まで

時間：8:30～17:00

ご協力ありがと

うございます。

年末年始の事務所の休み

12月28日(土)～1月5日(日)

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

運転中のスマホ使用罰則強化に！
12月1日から施行

道路交通法改正により運転中の

スマホ利用での反則金は、改正前

の３倍、普通車では18,000円にな

ります。さらに事故を起こした

時は即、免許停止になります。

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

年末年始の可燃ごみ収集

年内は12月30日(月）が最終
１月は6日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう
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11月13日(水)中間監査が行われました。２名の監

事によって、31年度(令和元年)前期における東西町

地域振興協議会事業

の進捗状況及び、各

会計の執行状況や口

座残高の確認をして

いただきました。

中間監査

11月24日(日)

西伯小学校主幹

のリサイクル活

動が実施されま

した。小学生、

子供育成会、中

学育成会、青少

年育成会、ボランティアの方々、合計約50名で、新

聞紙・雑誌・段ボール・アルミ缶を集めました。

年々回収量が減ってはきていますが、子供たちへ

の資源の有効活用の意識向上にもつながっています。

次回は３月です。資源の搬出協力だけでなく、子

供達との交流にもなる積み込みや回収にも、ご協力

をお願いします。 青少年育成会会長 松本和緒

10月27日(日)今年も農業者トレーニングセンター

を会場にして、ボランティアフェステバルが開催さ

れました。東西町は平成22年から福祉部員と地域福

祉委員が中心となり、焼き

そばの屋台で参加していま

す。今年も202食が昼前に

完売という人気でした。

前日から準備いただいた

東西町のスタッフの皆さ

んに感謝です。

ボランティアフェスティバル

11月10日(日)コミセンの大掃除後、通報、避難、

消火訓練を実施しました。コミセン調理室からの出

火想定で、参加された方の中から選ばれた総指揮官

の指示で、火元確認及び消火役、通報役、避難誘導

役、施設内確認役、避難場所人数確認役等を分担し、

全員が安全に避難できるよう訓練しました。

消火訓練では、水消火器を使い、消火噴射時間は

15秒(地区内設置消火

器)を頭にいれて訓練

しました。

これから寒くなりま

すので、暖房器具やタ

コ足配線にも気をつけ

ましょう。

リサイクル

香典返しのお礼

４区２班 舩越豪一様よりご寄付(香典返し)を

いただきました。一般会計に納入し、有効に活用

させていただきます。ありがとうございました。

通報・避難・消火訓練

毎年大人気の東西町焼きそば

館外に避難後、人数確認をしました

子供と大人が一緒に汗を流しました。

11月22日(金)区会兼人権学習会がつどいで行われ

ました。人権に関するDVDを視聴したあと、参加者

15名で話し合いを行いました。①総会前に区会を開

き総会に提案しては ②ごみの分別や搬出が困難な

方へのサポートに予算

措置を ③レッドゾー

ンに入っているので災

害が発生した時に不安

がある等でした。

１区区会

11月２日(土)道の

駅大栄に到着する

と北栄町役場の方

の歓迎を受けた。

その後４区４班

の坂田まき子さん

の指導で準備体操

の後、町の課長のご

案内で由良台場跡など由良歴史探訪コースやコナン

通りを回り、道の駅レストランでバイキング昼食

(おかわりに立つ人も多く満足顔)をとり、蜘ケ家山

展望台へバスで向かう。ここで蒜山三山、大山、日

本海が一望できる絶景を眺めて、疲れを癒やして帰

途についた。

この旅の沿道では、昔ながらの商売が元気に営業

されており、このことが南部町の町づくりのヒント

になるのではと感じました。 ４区１班 神崎靜人

健康ウォーキングに参加して

説明を聞く19名の参加者
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歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

年末から正月にかけて、

心温かく過ごしていただきた

いという思いでついたもちを、

子供達がお届けします。

対象の皆さまには後日お知ら

せをいたします。

日時：１２月２２日(日) 8:30～13:00

場所：コミセン

小型除雪機安全講習会【事務局】

ボランティアを募集しています！！。

歩道に規定以上の積雪があった場合に除雪に出動しま

す。作業終了後には温かいモーニングを提供します。

個人への貸出しもしますので、使用されたい方は講習

会にご参加ください。

日時：１２月２２日(日)14:00～16:00

場所：協議会事務所前

とんどさん・新年会【町づくり部】

日時：１月１２日(日)

＊詳細は、会報「まち」

1月号でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

牛乳パック：パックはひもで結んでください。

(袋には入れないでください)

缶やビンのふた：缶やビンについているふたは外し

てください。(ふたは不燃ごみです)

排出物への未記入の方が多くおられます。

バラで出す時も必ず番地又は名前を明記しましょう。

初冬から春先にかけて、カラスが生ごみを漁るよ

うになります。

家庭ごみを出

す時は、全ての

ごみ袋にネット

がかぶさってい

ることを確認し

てください。

11月10日(日)天津地域振興協議会文化祭の作品展

に、今年は、東

西町から同好会

の布とあそぶ会

が出展されまし

た。搬入から搬

出までしていた

だきました。

分別ごみ搬出
(牛乳パック・缶やビンのふた）

1 0月 2 6日

(土 ) 3 1年度

(令和元年)第

３回目の運営

委員会を行い

ました。

協議内容は

以下のとおりでした。

・令和２年度町政に対する要望に出た事項について

協議を行い、地域でできることを除いた13件を町

に提出することにしました。

・財産取得・防火水槽設置基金と防犯灯設置基金の

徴収細則規定について協議しました。

・各部・各区からの連絡、要望事項

・その他 運動会での反省について

運営委員会

東西町から出展しました

年間の被害件数は１万件以上、１日平均
１億円を超える被害が発生しています。

被害者の８割が65歳以上です。

オレオレ詐欺(なりすまし)、還付金詐欺等、

みんな電話でだまされています。

「自分は大丈夫と思う人が危ない！」
相手は詐欺のプロ集団です。冷静に判断し、

誰かに相談することも大切です。

サギに注意！

可燃ごみ集積場のカラス対策

会員の力作が並びました

写真のようにネットからはみだしてい

るとカラスが漁ります。

部長、区長、事務局で年６回行っています

人口減少を救う？コウノトリ飛来

昨年から見かけるようになったコウ
ノトリ。今年も頻繁に、奥堤池（2区）や

牧田池（4区）で見かけます。多いとき

には3羽が来ているようです。

静かに見守りましょう。

やわらかい芋もち
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個人への貸出しもしますので、使用されたい方は講習

会にご参加ください。

日時：１２月２２日(日)14:00～16:00

場所：協議会事務所前

とんどさん・新年会【町づくり部】

日時：１月１２日(日)

＊詳細は、会報「まち」

1月号でお知らせします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

牛乳パック：パックはひもで結んでください。

(袋には入れないでください)

缶やビンのふた：缶やビンについているふたは外し

てください。(ふたは不燃ごみです)

排出物への未記入の方が多くおられます。

バラで出す時も必ず番地又は名前を明記しましょう。

初冬から春先にかけて、カラスが生ごみを漁るよ

うになります。

家庭ごみを出

す時は、全ての

ごみ袋にネット

がかぶさってい

ることを確認し

てください。

11月10日(日)天津地域振興協議会文化祭の作品展

に、今年は、東

西町から同好会

の布とあそぶ会

が出展されまし

た。搬入から搬

出までしていた

だきました。

分別ごみ搬出
(牛乳パック・缶やビンのふた）

1 0月 2 6日

(土 ) 3 1年度

(令和元年)第

３回目の運営

委員会を行い

ました。

協議内容は

以下のとおりでした。

・令和２年度町政に対する要望に出た事項について

協議を行い、地域でできることを除いた13件を町

に提出することにしました。

・財産取得・防火水槽設置基金と防犯灯設置基金の

徴収細則規定について協議しました。

・各部・各区からの連絡、要望事項

・その他 運動会での反省について

運営委員会

東西町から出展しました

年間の被害件数は１万件以上、１日平均
１億円を超える被害が発生しています。

被害者の８割が65歳以上です。

オレオレ詐欺(なりすまし)、還付金詐欺等、

みんな電話でだまされています。

「自分は大丈夫と思う人が危ない！」
相手は詐欺のプロ集団です。冷静に判断し、

誰かに相談することも大切です。

サギに注意！

可燃ごみ集積場のカラス対策

会員の力作が並びました

写真のようにネットからはみだしてい

るとカラスが漁ります。

部長、区長、事務局で年６回行っています

人口減少を救う？コウノトリ飛来

昨年から見かけるようになったコウ
ノトリ。今年も頻繁に、奥堤池（2区）や

牧田池（4区）で見かけます。多いとき

には3羽が来ているようです。

静かに見守りましょう。

やわらかい芋もち
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会報まち１２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

11月４日(月・振休)に令和元年度東西町

地区敬老会を、昨年より１名少ない65名が

出席者され開催しました。

原会長の挨拶に次いで、陶山町長に来賓

代表として祝辞をいただいた後、記念

撮影を行いました。

アトラクションは、敬老会では初

めての試みとして秦野副部長の脚本、

演出による福祉部有志にて「劇団ソー

シャルズ」を結成し「オレオレ詐欺」の

寸劇を行いました。１度の練習では不安だったので敬老会当日の早朝

から再度確認のための練習を行い、実演したところ好評のようでした。

毎年出演していただいている「子ども銭太鼓」は、日ごろの練習成

果が出た演技、そして「笑福踊会」の皆さまによる「ひょっとこ踊り」

に笑いが溢れ、楽しんでいただいたところで、細田町議会議員の乾杯御

発声で祝宴に移りました。

会話が尽きない中ではありましたが、閉会の時間になりました。今年

は、プログラムの順番を変えて閉会の前に「ふるさと」を黒木さんの手

話を交え、出席者と役員全員で合唱し、

無事「令和」最初の敬老会を終えること

が出来ました。

これからもずっと元気で敬老会に参加

していただきたいと思います。

実行委員長 野口昭男

11月10日(日)9:30～コミセンとつどいの大掃除を行いました。

日頃施設を利用しておられる団体やボランティアの方々が掃除用具

を持参され、どちらも１時間ほどでトイレや窓、照明まできれいに掃

除をしていただきました。ありがとうございました。

その後、コミセンで全体会議を行いました。事務局からは、電気、

エアコン等の消し忘れが頻発していることへの注意や、長年の懸案だった

食器用とテーブル用布巾の混同について、大きさで区別できるようにする

等、施設内の改善点について説明をしました。出席者からは、利用届けの

チェック欄について、もう少し具体的に記載して欲しい等の意見や要望を、

お聞きしました。皆さんがいつでも気持ち良く施設を利用していただくた

めに、ご協力をお願いします。

コミセン・つどい大掃除と利用者・同好会会議

東西町敬老会

←電話役、受け子、元締め等と配役も
バッチリの劇団「ソーシャルズ」
本物と見間違うほどの迫真の演技

掃除後に利用について話し合いをしました

多くの方の協力で１時間弱で終了でき
ました

挨拶する原会長とご出席のみなさん

笑福踊会のひょっとこ踊り

子ども銭太鼓同好会の演技

←祝辞を述べら
れる陶山町長

日 曜日 １２月の予定表
1 日 1区3班班会/写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

3 火

4 水

5 木 籐あみ教室/習字/万寿会GG

6 金
もちづくり企画会議/コミセン100体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日 町づくり部会議/マージャン

9 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

10 火

11 水

12 木 習字/万寿会GG　　　

13 金 男のクッキング（外）/コミセン100体

14 土
野菜市8:00頃～/もちづくり実行委員会/４区サロン
銭太鼓/ソフトバレー

15 日

16 月 つどい100体/布とあそぶ/２区サロン

17 火

18 水 ３区サロン

19 木 笑いヨガ/習字

20 金
コミセン100体/１区サロン
　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

21 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー

22 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞＜小型除雪機安全講習会＞

23 月 つどい100体/うたの会

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字

27 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

28 土 野菜市8:00頃～/万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

29 日

30 月

31 火 そばの会

１月の予定
12 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

18 土 初釜と着物着付け講習会【人づくり部】
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なんぶSANチャンネルで放映されます

12月16日(月)～１周間

（議会放送終了次第）

「まもなく50周年を迎える東西町

の町づくり」というタイトルで、

ドローンで撮影した運動会の様子

等も紹介されます。ご覧ください。

年末野菜市

12月28日(土)8:00頃～ つどい

しめ縄も販売します

路上駐車は止めましょう

雪のシーズンになります。路

上駐車があると除雪作業に支障

ができ、隣近所にも迷惑がかか

ります。また、子供が車の影か

ら飛び出すと大変な事故につな

がりかねませ

ん。駐車場に

お困りの方は、

協議会へご相

談ください。

コミセン前道路片側通行のお知らせ

東西町スポーツ広場駐車場南側

のポケットパーク(遊び場)造成に

伴う工事が行われます。

工事名：水道管敷設工事

工期：令和２年１月31日まで

時間：8:30～17:00

ご協力ありがと

うございます。

年末年始の事務所の休み

12月28日(土)～1月5日(日)

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

運転中のスマホ使用罰則強化に！
12月1日から施行

道路交通法改正により運転中の

スマホ利用での反則金は、改正前

の３倍、普通車では18,000円にな

ります。さらに事故を起こした

時は即、免許停止になります。

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

年末年始の可燃ごみ収集

年内は12月30日(月）が最終
１月は6日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう


