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会報まち１月
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

東西町地域振興協議会 会長 原 和正

あけましておめでとうございます。皆様におかれましてはお元気で新年をお迎

えのこととお慶び申し上げます。日頃から協議会の運営にあたり、お力添えとご協

力を賜りありがとうございます。

イベント開催が目的ではなく地域課題解決を優先した地域づくりは、全国から高い評価を受けています。

そして日頃の見守り活動、サロンの運営、わくわくショップ、野菜市、花壇の手入れや一斉清掃等、皆さ

んの多くの協力があったことに大変感謝申し上げます。この１年が皆様にとっても、東西町にとりまして

も良い年になることを祈念申し上げます。

今季一番の冷え込みとなった冬晴れの12月16日

(日)赤い羽根共同募金受配事業として、歳末福祉

のもちづくりを行いました。

独居高齢者などの対象の皆さんに、すがすがし

い新年を迎えていただきたいという思いで、毎年

お餅をお届けしています。芋餅も５年目というこ

とで、手順も更にステップアップし、きれいな紫

色をした美味しい芋餅が出来上がりました。

この餅に、子供達自筆のオリジナルメッセージカードを添えて、子供達

がお届けしました。戸外でお待ちになっていたり、頭を撫でて下さったり

で、ささやかな世代間交流の輪が広がりました。子供達にとっても、楽し

くて嬉しい出会いとなったようです。

実行委員及び子供育成会、中学育成会の皆さんには、年の瀬のお忙しい

なか、早朝からご協力いただきありがとうございました。会員の皆さんに

は、来年も赤い羽根共同募金へのご協力をよろしくお願いします。

実行委員長 佐藤重明

歳末福祉のもちづくり

平成31年 年頭の挨拶

講座で作成した「亥」

総勢７５名が関わった歳末福祉のもちづくりでした

小学生がお届けしました。どの子も
幸せいっぱいの顔で戻って来ました

小学生は心を込めたメッセージ作成

今年も、歳末福祉のもちづくりや子供会クリスマス会と忙し

い合間に小学生の高学年はつどいバス待ち室の掃除をしました。

いつも使わせてもらってあ

りがとうの気持ちで床掃除や

窓拭きをしました。

つどいバス待ち室掃除

とてもていねいに掃除をしました
中学生はパック詰めの補助で活躍しました

日 曜日 １月の予定表
1 火

2 水

3 木

4 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

5 土

6 日 ＜とんどさん・新年会＞　写真/万寿会ゴミ拾い

7 月

8 火 つどい100体/４区サロン

9 水

10 木 コミセン100体/習字/ハンドメイド

11 金 笑いヨガ

12 土 運営委員会/そばの会/ソフトバレー

13 日 マージャン

14 月

15 火 つどい100体/（外）男のクッキング

16 水 ３区サロン

17 木 コミセン100体/習字

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

19 土 ＜着物着付け講習会・初釜＞　銭太鼓/低山会/ソフトバレー

20 日 ＜東西町バウンスボール大会＞

21 月

22 火 まちの保健室

23 水

24 木 コミセン100体/習字

25 金 ＊不燃ごみ

26 土 銭太鼓/ソフトバレー

27 日 写真

28 月 うたの会

29 火 つどい100体

30 水

31 木 コミセン100体/習字

２月の予定
2 土 スキー＆スノーボード教室【人づくり部】

3 日 町・バウンスボール大会【人づくり部】

17 日 健康講演会【福祉部・健康増進委員】
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スプレー缶での火災に注意

スプレー缶を不燃ご

みに排出される場合は、

空のスプレー缶を屋

外で穴あけ器具で穴を

開けてください。

（釘などで開けると火の粉で引火

することもあり危険です。）

また、ストーブの側に置いたり

炎に向けて噴射しないようにしま

しょう。

年始のお知らせ

ローズちゃん号：７日（月）から

井田鮮魚店：８日（火）から

わくわくショップ：２月から

野菜市：４月から

車の運転規則について
信号のない横断歩道に人がいる

場合、停止しなくてはならないこ

とを皆さんご存知ですか？

違反すると懲罰対象になります。

人がいなくてもすぐに止まれる

速度で通行しなければなりません。

たくさんの方々の協力で

住み良い町になっています

寒くなってきました。降雪が

規定に達すると、除雪隊が歩道

の除雪をされます。

また、朝のバス停までの安全

の見守りや下校バスで帰ってく

る小学生の見守りにもご協力い

ただいています。

ご家庭でも、子

供たちに感謝の気

持ちやあいさつす

ることなどを話し

てください。

年始の事務業務について

とんどさん・新年会片付け等の
ため、事務業務は

1月8日(火)からです

休み中の緊急連絡先を事務所又はコミセ

ン玄関に貼り出してあります。

年始の可燃ごみ収集

１月は7日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

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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今季、除雪ボランティアを募集したところ９名の

申込みがあり、12月16日(日)小型除雪機安全講習会

を行いました。まだ雪はありませんでしたが、全員

が真剣に操作訓練と安全確認を行いました。

歩道の積雪が15センチ以上で出動します。

この９名の方々は、「いつか自分たちもお世話に

なると思います。元気で体が動く間にできることが

あれば」と、応募してくださいました。

ありがと

うございま

す。

感謝です。

小型除雪機安全講習会

12月９日(日)大掃除の後、通報・避難・消火訓練

を行いました。コミセン調理室から出火したと想定

し、総指揮官役の指示で、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

認役等それぞれ決められた行動で全員が安全に避難

できるように訓練しました。

消火訓練では、水消火器を使って、いざという時

のために、噴射時間の15秒(地区内設置消火器)を意

識して練習をしていただきました。

まだ消火器を触ったことの無い方は、訓練を年２

回開催していますのでぜひご参加ください。体が覚

えるまで練習することが大事です。

避難・消火訓練

みぞれ模様の12月９日(日)コミセン及びつどいの大掃除を行いました。

コミセンは、同好会や教室、団体、ボランティアの方々で日頃できない窓拭きから換気扇、食器棚のシー

ト交換、トイレ磨き等を行っていただき、どこもスッキリときれいになりました。寒い中ありがとうござ

いました。また、今年からつどいの掃除も行いました。わくわくショッ

プやつどい100歳体操、１区サロン、遊友くらぶの皆さんで大掃除を

していただきました。

約１時間の掃除終了後、コミセンで利用者・同好会会議を開催しま

した。事務局から施設利用について、使用後掃除機をかけることや、

利用許可書には確認してからチェックをすることなど「利用される人

が、いつでも気持ちよく使えるように」たくさんのお願いをしました。

各団体の会員の皆さんに周知徹底をお願いします。

出席者からは、「掃除の時期を検討してもらいたい」や、「東西町

スポーツ広場の完成時期は」等の意見や質問がありました。

コミセン及びつどい大掃除と利用者・同好会会議

訂正 （敬称略）

前月号の２頁お知らせで紹介したお名前に誤り

がありました。お詫びして訂正いたします。

3区1班 伊藤圭佑 → 正しくは伊藤圭輔

つどいの大掃除

コミセン食器棚のシート交換もしましたエアコンの消し忘れや掃除等についてお願いをしました

事故が起きないように安全第一

①ピンを抜く、②ホースを構える、③消火レバーを握る
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とんどさん・新年会【町づくり部】

日程：１月６日(日)

●とんどさん

時間：8:00～9:00 ・ 場所：旧天津運動公園

★お焚き上げ神事8:00開始 ★書き初め

★お神酒・ぜんざい(無くなり次第終了です)

●新年会

時間：11:00～13:00 ・ 場所：コミセン

参加料：１名500円

★年男・年女(ご出席の該当者に記念品を贈呈）

準備の都合上、5日までに協議会に記名し投函ください。

★おもしろ川柳大会 お題「絆」

１人１作品、出席者の作品を投票で選び、一番

笑いを集めた作品上位３名に記念品を贈呈します。

★平成の東西町を写真で振り返ります。

着物着付け講習会・初釜【人づくり部】

日時：１月１９日(土)

時間：着物着付け講習会10:00～

初釜15:00～ (初釜のみの参加も可)

場所：つどい

参加料：１名100円

申込締切：１月11日(金)

東西町バウンスボール大会【人づくり部】

日時：１月２０日(日)9:00～12:00

場所：ふるさと交流センター(体育館シューズ)

競技：区対抗戦・混合(1チーム3名以上10名まで)

※必ず1名以上の女性が入っていること

参加資格：中学生以上

申込締切：１月12日(土)下記役員まで

1区：細田典昭(66-5625) 2区：高塚章一(66-4560)

3区：小松輝仁(66-2107) 4区：中島 誠(66-4376)

東西町大会時に、２月３日(日)町のバウンスボー

ル大会の出場選手募集の〆切をします。

スキー&スノーボード教室【人づくり部】

日時：２月２日(土)11:00コミセン出発

場所：奥大山スキー場

内容：スキー・スノーボード・雪遊び

小学生未満は保護者同伴でお願いします。

申込締切：1月22日(火)

レンタル申込書は事務所にあります。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

昨年の11月に開催した防災訓練の中で、「自宅の

危険度を知ろう！」と題して、大雨時でのイエロー

ゾーン・レッドゾーンを住宅図に落とし色分けした

ものをコミセン大集会室とつどいに掲示しています。

自宅や周辺の立地条件を知ってもらうことと、避

難する時にもレッドゾーン等の危険な道を避け、

短で安全に避難する経路を考えておきましょう。

12月５日

(水)山茶花

の会４名で

西町バス停

花壇の植え

替えを行い

ました。

昨年の猛暑の水やりには閉口しましたが、その甲

斐あってか６月に植えたマリーゴールドやニチニチ

ソウ、カランコエやカンナ等、多種の花がとても元

気良く育ちました。

今回は、冬のビオラや葉牡丹等に植え替えをしま

した。また、メンバーの庭や畑からハーブや宿根草

を分けていただき植えています。トトロのトピアリー

はもう少し時間がかかりそうですが、完成を楽しみ

にお待ち下さい。

山茶花の会では草木染

め体験やハーブ茶会等で

も楽しんでいます。

大雨時、安全に避難するには

西町バス停花壇の植え替えをしました

藍染を体験しました

花壇も夏から冬へ衣替えをしました

レッド・イエローに色分けされた東西町の住宅図
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ソウ、カランコエやカンナ等、多種の花がとても元

気良く育ちました。

今回は、冬のビオラや葉牡丹等に植え替えをしま

した。また、メンバーの庭や畑からハーブや宿根草

を分けていただき植えています。トトロのトピアリー

はもう少し時間がかかりそうですが、完成を楽しみ

にお待ち下さい。

山茶花の会では草木染

め体験やハーブ茶会等で

も楽しんでいます。

大雨時、安全に避難するには

西町バス停花壇の植え替えをしました

藍染を体験しました

花壇も夏から冬へ衣替えをしました

レッド・イエローに色分けされた東西町の住宅図
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会報まち１月
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

東西町地域振興協議会 会長 原 和正

あけましておめでとうございます。皆様におかれましてはお元気で新年をお迎

えのこととお慶び申し上げます。日頃から協議会の運営にあたり、お力添えとご協

力を賜りありがとうございます。

イベント開催が目的ではなく地域課題解決を優先した地域づくりは、全国から高い評価を受けています。

そして日頃の見守り活動、サロンの運営、わくわくショップ、野菜市、花壇の手入れや一斉清掃等、皆さ

んの多くの協力があったことに大変感謝申し上げます。この１年が皆様にとっても、東西町にとりまして

も良い年になることを祈念申し上げます。

今季一番の冷え込みとなった冬晴れの12月16日

(日)赤い羽根共同募金受配事業として、歳末福祉

のもちづくりを行いました。

独居高齢者などの対象の皆さんに、すがすがし

い新年を迎えていただきたいという思いで、毎年

お餅をお届けしています。芋餅も５年目というこ

とで、手順も更にステップアップし、きれいな紫

色をした美味しい芋餅が出来上がりました。

この餅に、子供達自筆のオリジナルメッセージカードを添えて、子供達

がお届けしました。戸外でお待ちになっていたり、頭を撫でて下さったり

で、ささやかな世代間交流の輪が広がりました。子供達にとっても、楽し

くて嬉しい出会いとなったようです。

実行委員及び子供育成会、中学育成会の皆さんには、年の瀬のお忙しい

なか、早朝からご協力いただきありがとうございました。会員の皆さんに

は、来年も赤い羽根共同募金へのご協力をよろしくお願いします。

実行委員長 佐藤重明

歳末福祉のもちづくり

平成31年 年頭の挨拶

講座で作成した「亥」

総勢７５名が関わった歳末福祉のもちづくりでした

小学生がお届けしました。どの子も
幸せいっぱいの顔で戻って来ました

小学生は心を込めたメッセージ作成

今年も、歳末福祉のもちづくりや子供会クリスマス会と忙し

い合間に小学生の高学年はつどいバス待ち室の掃除をしました。

いつも使わせてもらってあ

りがとうの気持ちで床掃除や

窓拭きをしました。

つどいバス待ち室掃除

とてもていねいに掃除をしました
中学生はパック詰めの補助で活躍しました

日 曜日 １月の予定表
1 火

2 水

3 木

4 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

5 土

6 日 ＜とんどさん・新年会＞　写真/万寿会ゴミ拾い

7 月

8 火 つどい100体/４区サロン

9 水

10 木 コミセン100体/習字/ハンドメイド

11 金 笑いヨガ

12 土 運営委員会/そばの会/ソフトバレー

13 日 マージャン

14 月

15 火 つどい100体/（外）男のクッキング

16 水 ３区サロン

17 木 コミセン100体/習字

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

19 土 ＜着物着付け講習会・初釜＞　銭太鼓/低山会/ソフトバレー

20 日 ＜東西町バウンスボール大会＞

21 月

22 火 まちの保健室

23 水

24 木 コミセン100体/習字

25 金 ＊不燃ごみ

26 土 銭太鼓/ソフトバレー

27 日 写真

28 月 うたの会

29 火 つどい100体

30 水

31 木 コミセン100体/習字

２月の予定
2 土 スキー＆スノーボード教室【人づくり部】

3 日 町・バウンスボール大会【人づくり部】

17 日 健康講演会【福祉部・健康増進委員】
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スプレー缶での火災に注意

スプレー缶を不燃ご

みに排出される場合は、

空のスプレー缶を屋

外で穴あけ器具で穴を

開けてください。

（釘などで開けると火の粉で引火

することもあり危険です。）

また、ストーブの側に置いたり

炎に向けて噴射しないようにしま

しょう。

年始のお知らせ

ローズちゃん号：７日（月）から

井田鮮魚店：８日（火）から

わくわくショップ：２月から

野菜市：４月から

車の運転規則について
信号のない横断歩道に人がいる

場合、停止しなくてはならないこ

とを皆さんご存知ですか？

違反すると懲罰対象になります。

人がいなくてもすぐに止まれる

速度で通行しなければなりません。

たくさんの方々の協力で

住み良い町になっています

寒くなってきました。降雪が

規定に達すると、除雪隊が歩道

の除雪をされます。

また、朝のバス停までの安全

の見守りや下校バスで帰ってく

る小学生の見守りにもご協力い

ただいています。

ご家庭でも、子

供たちに感謝の気

持ちやあいさつす

ることなどを話し

てください。

年始の事務業務について

とんどさん・新年会片付け等の
ため、事務業務は

1月8日(火)からです

休み中の緊急連絡先を事務所又はコミセ

ン玄関に貼り出してあります。

年始の可燃ごみ収集

１月は7日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

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


