
４月15日(日)、第５回通常総会が開催されまし

た。原会長から「平成23年度は知事表彰を受ける

など、団地造成後40年、皆さんの町づくりへの努

力が評価された年でした。今年度は当地区のチャ

レンジする気風を生かし、放課後児童クラブの運

営や高齢者コミュニティホームへの取組みを行っ

ていきたい」との挨拶を受け議事に入りました。

出席者は112名、委任状183名の合計295名でした。

事業、決算、監査報告、会計の名称変更、次年

度からの会計の統合、事業計画、予算、副会長の

交代、新役員の承認について審議が行われ、全議

案とも拍手で承認されました。

質問と意見の主な内容は次のとおりです。

＜23年度事業報告及び決算報告・監査報告＞

○ジゲの道づくりについて

・作業の際の手順・安全管理などの説明が不十分

であった。

→今後は十分配慮して進めたい。

・当初予算より大幅に上回っているのはなぜか。

町は補正予算を組む必要があったのではないか。

→予算の提案以降、高台への上り口にもガード

レールを設置して欲しいとの要望が出たので、

町に要望したところ、認められたため延長分も

合わせて増額となった。増額分も町から交付金

でもらっている。町では当初から各振興協議会

に100万円を限度に予算が組んであるため、町で

は補正を組む必要はなかったと思われる。

・高台にまだ不備な点があり危険なためガードレー

ルの追加工事を考えていただきたい。

＜24年度事業計画及び予算＞

○意見や要望はありませんでした。

＜会計の統合について＞

○防犯灯設置基金会計、不在地主草刈委託会計、

防災東西町会計は目的別会計であるが、統合し

てもそれは担保されるのか。

→項目に分けるので担保される。

○新役員を代表して３区西村区長が「皆さんとと

もに住んでよかったと思われるよい町づくりを

したい」と挨拶され閉会しました。
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会報まち５月
東西町地域振興協議会TEL（FAX）66-4724
東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp
ホームページ：

南部町⇒地域振興協議会⇒東西町地域振興協議会

平成24年度東西町地域振興協議会通常総会が開催されました

坂本則行
４区区長

西村鎭明
３区区長

佐藤重明
福祉部長

国本雄二
広報部長

石田泰弘
町づくり部長

新役員となられた区長様・部長様です

副会長 長谷川忠実（１区５班）

この度、前生田副会長に代わり残

任期間を務めることになりました。

精一杯頑張りたいと思いますが、何

もわからない状況でのスタートにな

ります。目的・目標・方向性をはっきりさせ、地

域の人が「繋がってる・よかった」と感じられる

ような町になればと思っています。24年度から、

東西町放課後児童クラブがスタートしました。子

供達を地域全体で、それぞれの立場での繋がりを

大切に見守り育てて行きたいと思います。皆様の

経験と知恵をお借りしたいと思いますのでよろし

くお願いします。
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日 曜日 5月の行事予定表
１ 火 絵手紙教室/さつき祭企画会議

２ 水

謡

謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

３ 木 ミニテニス

４ 金 ヨーガ教室

５ 土 銭太鼓/ソフトバレー

６ 日 ＜たけのこ掘り体験＞ 花の会

７ 月

８ 火 男のクッキング/４区花はなサロン

９ 水 麻雀同好会/健康フラダンス教室/写真クラブ/ミニテニス

１０ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１１ 金
料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

１２ 土 さつき祭全体会議/野菜市9:00～/ソフトバレー

１３ 日 麻雀同好会/低山を登る会/クリーンウォーク

１４ 月

１５ 火 福祉部会

１６ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/子ども会/ミニテニス

１７ 木 ２区サロン/ミニテニス

１８ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

１９ 土 わくわくショップ10：30～/銭太鼓/ソフトバレー/押し花同好会

２０ 日

２１ 月

２２ 火 ハンドメイドクラブ

２３ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２４ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２５ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２６ 土
さつき祭準備・作品搬入/野菜市9:00～/１区西町サロン

歩こう会/ソフトバレー

２７ 日 ＜さつき祭＞ ２区５班

２８ 月 うたの会

２９ 火

３０ 水 健康フラダンス教室

３１ 木

広報部担当：吉村一郎

６月の行事予定
３日(日)春の一斉清掃【町づくり部】

24日(日)リサイクル【青少年育成会】

たけのこ掘り体験【青少年育成会】
日時 ５月６日(日)

集合 10：00にｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰにご

集合ください

参加料 たけのこ掘り(無料)

バーベキュー(大人 300円)

事前申込みは要りません、車のあ

る方は車でお越しください。

中止の場合は放送でお知らせしま

す。詳細は回覧でご覧ください。

新同好会紹介
同好会名 東西町男のクッキング

日時 毎月第２火曜日 18：00～

場所 東西町ﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

代表・申込み先

佐藤重明(4-2) 49-1063

廃ローソクを回収しますのでご協

力をお願いします。【人づくり部】

人づくり部では教育委員会と連

携し、廃ローソクを再生し、夏祭

り終了帰宅時の足元の明かりとし

て再利用したいと考えています。

使用しないものや、使いかけのロー

ソクでもかまいませんので6月10

日までに協議会まで持参ください。

さつき祭【人づくり部・実行委員会】
日時 ５月27日(日)

場所 東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

作品展示、屋台村、チャレンジコー

ナー等・・楽しい企画で皆さんを

お待ちしています。

また、皆様の趣味の作品を募集し

ています。

詳細は回覧でお知らせしますの

でご覧ください。

押し花同好会より
押し花でペンダントをつくります。

どなたでも参加できますので申し込んでく

ださい。

日時 5月19日(土)13：30～15：30

場所 つどい

指導者 竹内絹子(4－1)

参加費 1個 600円(材料代込)

申込み 5月10日までに協議会又は

竹内66-4038へご連絡ください。



第５８号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２４年５月１日

2

４月から東西町地域振興協議会メールアドレスが

下記のとおりに変更になりました。

新アドレス：tozaicho@yahoo.co.jp

入・退会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします。

１区２班 川本恵史 西町141

＜退会＞お世話になりました。

１区２班 久野輝美 西町141

電話番号変更

１区６班 牧野しのぶ 西町21

新66-3732

４月２日、東西町地区で始める放課後児童クラ

ブが開級しました。朝８時になると早速、入級生

がお母さんと一緒に登級(登校）、間もなくすると

３年生の児童は自分で自転車に乗ってきました。

児童たちは皆知り合いですから、声を掛け合っ

て直ぐに遊んだり、本を読んだり、将棋をしたり

と楽しい時間になります。２時からは開級式を行

いました。児童、指導者、来賓、そして地区の方々

等約30名が参列。学童たちの手でくす玉も割られ

ました。設営、飾り、そしてくす玉もすべて皆で

手作りです。

児童代表が元気よく感謝の言葉を述べてくれま

した。式の後は参列者でお茶会をして開級を祝い

ました。

この東西町の放課後児童クラブを利用していた

だくことで、保

護者の方には送

迎時間が短縮と

なり、子育てと

仕事の両立に役

立つのではと思

います。

東西町放課後児童クラブが開級

下校時見守りボランティア

新一年生の

下校にあわせ

て、３日間の

下校時安全見

守りボランティ

アをしていた

だきました。

出席者と一緒にお茶会

手作りのくす玉

境矢石遺跡現地説明会に参加して

４区２班 佐藤重明

３月24日現地説明会に出向きました。２年以上

続いた発掘調査も３月末で終了しました。小雨ま

じりの寒空の下、要所要所で声をかけて下さった

発掘関係者のお顔がとても和やかで、自信と誇り

に満ちているように感じられました。この遺跡は

縄文時代から近世にかけての複合遺跡で、木棺墓

が100基見つかっており、山陰最大級の集団墓地

です。

今回は発掘区域６区の落とし穴、木棺墓、竪穴

住居跡などを見学しましたが、特に興味を引いた

のは、丘陵の南側斜面にある古墳時代終末期の横

穴墓。発掘途中の落盤によって偶然見つかったよ

うです。遺体をおさめる玄室への通路の入り口が

大きな石で塞がれ、中には須恵器などが置かれて

いました。どんな人が葬られたのか、彼らは発掘

されることを望んでいたのか、当時の人々は、大

山を眺望できるこの丘陵地帯で、どんな暮らしを

していたのだろうか････。古代のロマンに想いを

馳せるひと時でした。

投稿コーナー

発掘調査の現場、背後は東町３区
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古事記編纂1300年記念として、遊友くらぶを中心

に東西町内の方々で製作していたオリジナル赤猪岩

神社「復活・再生」絵馬が完成し、３月末に赤猪岩

神社でご祈祷していただきました。お守りとして、

町内外の方々に勇気と希望を与えることができれば

と思っています。緑水園でも販売をしています。

オリジナル赤猪岩神社絵馬が完成しました

★空き巣に注意(自分でできる対策として)

１.短時間の外出でも必ず施錠しましょう。

２.足場になるものは片付けましょう。

（脚立やポリバケツは泥棒の足場になります）

３.新聞受けに新聞を溜めないようにしましょ

う。

★子どもを犯罪から守りましょう

犯罪は、下校時から夕食(午後２時から６時)ま

での間に多発しています。

★よい子の４つの約束(家族で話し合ってください)

１.知らない人にはついていかない。

２.外でひとりで遊ばない。

３.外に出かける時はおうちの人に言って出掛

けましょう。

☀誰と遊ぶか

☀どこで遊ぶか

☀何時ごろに帰ってくるか

４.連れていかれそうになったら大声で「たすけ

てー」と叫ぶ。

犯罪者が嫌う「地域の目」を育て、空き巣や子

どもへの犯罪の無い町にしましょう。

防災掲示板

○不燃物の分別について変更があります

今までは、一部の酒ビンは【再利用ビン】とし

て出していましたが、一升瓶は全て【ビン・缶

類】へ出していただくようにお願いします。

キャップは材質により不燃又は軟プラに出して

ください。ビンと缶は別々にしてください。

ビールビンは大手メーカーのみ【再利用ビン】

に出してください。

○集会所前の駐車について

集会所で東西町放課後児童クラブを開級してい

ます。子ども達が車の陰からの飛び出し等で事

故に遭わないように、ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰご利用の際

等には集会所前の駐車はご遠慮いただき、２か

所の駐車場をご利用ください。

○ミラー設置完了

３区６班川本様東側のカー

ブミラーを２基とも交換

しました。

○地区内の住宅地図案内板を補強しました

４区の案内板が強風

で倒れたことを受け、

地区内３か所の案内

板を点検しました。

老朽化が進んでいた

４区と１区の案内板

を補強しました。

○下水処理場に不法投棄はしないでください。

樹木等の不法投棄があ

り残念です。不法投棄

はしない様にしてくだ

さい。

○バイパス工事に伴う発掘調査について

境内海道西遺跡発掘調査が行われます。

期間は、24年４月18日～25年３月末日までの予

定です。

事務局からのお知らせ

赤い猪をちりめんの押し絵で
作ったオリジナルのお守り

補強された１区住宅地図案内板

製作された遊友くらぶの方々
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けましょう。

☀誰と遊ぶか

☀どこで遊ぶか

☀何時ごろに帰ってくるか

４.連れていかれそうになったら大声で「たすけ

てー」と叫ぶ。

犯罪者が嫌う「地域の目」を育て、空き巣や子

どもへの犯罪の無い町にしましょう。

防災掲示板

○不燃物の分別について変更があります

今までは、一部の酒ビンは【再利用ビン】とし

て出していましたが、一升瓶は全て【ビン・缶

類】へ出していただくようにお願いします。

キャップは材質により不燃又は軟プラに出して

ください。ビンと缶は別々にしてください。

ビールビンは大手メーカーのみ【再利用ビン】

に出してください。

○集会所前の駐車について

集会所で東西町放課後児童クラブを開級してい

ます。子ども達が車の陰からの飛び出し等で事

故に遭わないように、ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰご利用の際

等には集会所前の駐車はご遠慮いただき、２か

所の駐車場をご利用ください。

○ミラー設置完了

３区６班川本様東側のカー

ブミラーを２基とも交換

しました。

○地区内の住宅地図案内板を補強しました

４区の案内板が強風

で倒れたことを受け、

地区内３か所の案内

板を点検しました。

老朽化が進んでいた

４区と１区の案内板

を補強しました。

○下水処理場に不法投棄はしないでください。

樹木等の不法投棄があ

り残念です。不法投棄

はしない様にしてくだ

さい。

○バイパス工事に伴う発掘調査について

境内海道西遺跡発掘調査が行われます。

期間は、24年４月18日～25年３月末日までの予

定です。

事務局からのお知らせ

赤い猪をちりめんの押し絵で
作ったオリジナルのお守り

補強された１区住宅地図案内板

製作された遊友くらぶの方々



４月15日(日)、第５回通常総会が開催されまし

た。原会長から「平成23年度は知事表彰を受ける

など、団地造成後40年、皆さんの町づくりへの努

力が評価された年でした。今年度は当地区のチャ

レンジする気風を生かし、放課後児童クラブの運

営や高齢者コミュニティホームへの取組みを行っ

ていきたい」との挨拶を受け議事に入りました。

出席者は112名、委任状183名の合計295名でした。

事業、決算、監査報告、会計の名称変更、次年

度からの会計の統合、事業計画、予算、副会長の

交代、新役員の承認について審議が行われ、全議

案とも拍手で承認されました。

質問と意見の主な内容は次のとおりです。

＜23年度事業報告及び決算報告・監査報告＞

○ジゲの道づくりについて

・作業の際の手順・安全管理などの説明が不十分

であった。

→今後は十分配慮して進めたい。

・当初予算より大幅に上回っているのはなぜか。

町は補正予算を組む必要があったのではないか。

→予算の提案以降、高台への上り口にもガード

レールを設置して欲しいとの要望が出たので、

町に要望したところ、認められたため延長分も

合わせて増額となった。増額分も町から交付金

でもらっている。町では当初から各振興協議会

に100万円を限度に予算が組んであるため、町で

は補正を組む必要はなかったと思われる。

・高台にまだ不備な点があり危険なためガードレー

ルの追加工事を考えていただきたい。

＜24年度事業計画及び予算＞

○意見や要望はありませんでした。

＜会計の統合について＞

○防犯灯設置基金会計、不在地主草刈委託会計、

防災東西町会計は目的別会計であるが、統合し

てもそれは担保されるのか。

→項目に分けるので担保される。

○新役員を代表して３区西村区長が「皆さんとと

もに住んでよかったと思われるよい町づくりを

したい」と挨拶され閉会しました。
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会報まち５月
東西町地域振興協議会TEL（FAX）66-4724
東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp
ホームページ：

南部町⇒地域振興協議会⇒東西町地域振興協議会

平成24年度東西町地域振興協議会通常総会が開催されました

坂本則行
４区区長

西村鎭明
３区区長

佐藤重明
福祉部長

国本雄二
広報部長

石田泰弘
町づくり部長

新役員となられた区長様・部長様です

副会長 長谷川忠実（１区５班）

この度、前生田副会長に代わり残

任期間を務めることになりました。

精一杯頑張りたいと思いますが、何

もわからない状況でのスタートにな

ります。目的・目標・方向性をはっきりさせ、地

域の人が「繋がってる・よかった」と感じられる

ような町になればと思っています。24年度から、

東西町放課後児童クラブがスタートしました。子

供達を地域全体で、それぞれの立場での繋がりを

大切に見守り育てて行きたいと思います。皆様の

経験と知恵をお借りしたいと思いますのでよろし

くお願いします。
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日 曜日 5月の行事予定表
１ 火 絵手紙教室/さつき祭企画会議

２ 水

謡

謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

３ 木 ミニテニス

４ 金 ヨーガ教室

５ 土 銭太鼓/ソフトバレー

６ 日 ＜たけのこ掘り体験＞ 花の会

７ 月

８ 火 男のクッキング/４区花はなサロン

９ 水 麻雀同好会/健康フラダンス教室/写真クラブ/ミニテニス

１０ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１１ 金
料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

１２ 土 さつき祭全体会議/野菜市9:00～/ソフトバレー

１３ 日 麻雀同好会/低山を登る会/クリーンウォーク

１４ 月

１５ 火 福祉部会

１６ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/子ども会/ミニテニス

１７ 木 ２区サロン/ミニテニス

１８ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

１９ 土 わくわくショップ10：30～/銭太鼓/ソフトバレー/押し花同好会

２０ 日

２１ 月

２２ 火 ハンドメイドクラブ

２３ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２４ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２５ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２６ 土
さつき祭準備・作品搬入/野菜市9:00～/１区西町サロン

歩こう会/ソフトバレー

２７ 日 ＜さつき祭＞ ２区５班

２８ 月 うたの会

２９ 火

３０ 水 健康フラダンス教室

３１ 木

広報部担当：吉村一郎

６月の行事予定
３日(日)春の一斉清掃【町づくり部】

24日(日)リサイクル【青少年育成会】

たけのこ掘り体験【青少年育成会】
日時 ５月６日(日)

集合 10：00にｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰにご

集合ください

参加料 たけのこ掘り(無料)

バーベキュー(大人 300円)

事前申込みは要りません、車のあ

る方は車でお越しください。

中止の場合は放送でお知らせしま

す。詳細は回覧でご覧ください。

新同好会紹介
同好会名 東西町男のクッキング

日時 毎月第２火曜日 18：00～

場所 東西町ﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

代表・申込み先

佐藤重明(4-2) 49-1063

廃ローソクを回収しますのでご協

力をお願いします。【人づくり部】

人づくり部では教育委員会と連

携し、廃ローソクを再生し、夏祭

り終了帰宅時の足元の明かりとし

て再利用したいと考えています。

使用しないものや、使いかけのロー

ソクでもかまいませんので6月10

日までに協議会まで持参ください。

さつき祭【人づくり部・実行委員会】
日時 ５月27日(日)

場所 東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

作品展示、屋台村、チャレンジコー

ナー等・・楽しい企画で皆さんを

お待ちしています。

また、皆様の趣味の作品を募集し

ています。

詳細は回覧でお知らせしますの

でご覧ください。

押し花同好会より
押し花でペンダントをつくります。

どなたでも参加できますので申し込んでく

ださい。

日時 5月19日(土)13：30～15：30

場所 つどい

指導者 竹内絹子(4－1)

参加費 1個 600円(材料代込)

申込み 5月10日までに協議会又は

竹内66-4038へご連絡ください。


