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会報まち４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

朝の登校時、子供達の見

守りにご協力をお願いできま

せんでしょうか。

今年も可愛い新１年生が

７名誕生しました。

朝のバス停(つどい)まで

の間、安全の見守りをして

いただける方を探していま

す。１区に１～２名、２区

から３区に１～２名、朝の

散歩がてら見守りをしてい

ただけませんでしょうか？

事務局へお知らせください。

皆様のご協力により、オープンから４年目を

迎えました。

現在８名の利用者さんが、それぞれの過ごし

方をされていますが、最近は生け花教室や書道

教室、笑いヨガなどを月１回開催、その他季節

の行事や誕生会などバラエティーに富んだ行事

が計画され、充実したひと時を楽しんでおられ

ます。みんなで食べる昼食は、特に人気の高い

イベントで、ほとんどの方が完食されます。

また、懸案であった送迎車も、関係の方々の

ご協力により、軽自動車を購入し、乗りやすく

かつ乗り心地が良いと喜ばれています。

送迎担当も、運転のしやすさなどから、より

安全で安心な送迎ができると好評です。

問い合せや申込みは協議会までお願いします。

２月24日(金)最後

となる、第３回目の

見直し検討委員会を

開催しました。

持続的な町づくり

を進めていくために、

今回検討されたこと

は次のとおりです。

①協議会費について：協議会費450円は、南部町や米子市

の自治会と比較しても安いので、現状のままとする。

②事務局体制について：事務局業務が多忙で手薄になる

部分に有償ボランティアをお願いする。

③その他

◯協議会員への香典(弔慰費)の見直しについて

現在は、協議会員及び世帯構成員に一律5,000円を香典

としてお出ししているが、香典(弔慰費)を、正会員(会

員名簿記載者)5,000円、準会員(住民票がある家族の方)

3,000円とする。グループホーム会員は特別会員扱いと

してこの対象に入れない。

今回検討されたことを含め、３回の会をまとめたもの

を、運営委員会に提案することになりました。（３頁）

委員の皆さまご協力いただきありがとうございました。

「西町の郷」～利用者を募集～

新１年生です ～よろしくお願いします～

見直し検討委員会が終了しました

乗降しやすい送迎用の車を購入しました

かじはら さな

熱心に検討される委員のみなさん

かたやま ゆき

ごとう こうめ

おがわ りおん

ほそだ きら いとが たいち うちだ みゆ

日 曜日 ４月の予定表
1 土 運営委員会/銭太鼓/歩こう会/ソフトバレー

2 日 町づくり部/写真

3 月

4 火 会計監査/(外)2区サロン/絵手紙

5 水 フラダンス

6 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

7 金 (外)3区サロン/4区レクトレ　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

8 土 (外)4区サロン/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 マージャン/クリーンウォーク

10 月

11 火 ＜新１年生のランドセルに反射材装着＞　男のクッキング

12 水 フラダンス/ハンドメイド

13 木 習字/ダンス

14 金 笑いヨガ

15 土 わくわくショップ10:30～/手話/ソフトバレー/低山会

16 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

17 月 ＜新年度区長・班長会＞

18 火 狂犬病予防注射13:30～14：00

19 水 フラダンス

20 木 万寿会軽体操/ダンス

21 金
運営委員会
　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

22 土
<着物リメイク教室3-①> 野菜市8:00頃～
万寿会/銭太鼓/ソフトバレー

23 日 万寿会総会/写真

24 月 うたの会

25 火 まちの保健室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26 水 フラダンス/ハンドメイド

27 木 習字/ダンス

28 金 人づくり部(さつき祭企画)                          ＊不燃ごみ

29 土 <着物リメイク教室3-②>　銭太鼓/ソフトバレー

30 日

５月の予定
28 日 さつき祭【人づくり部・実行委員会】

第１１７号 東西町地域振興協議会 平成２９年４月１日

4

野菜市の再開

４月は22日(土)
５月から毎月第２・４(土曜日)

時間：8：00頃から

場所：つどい前

内容：地元野菜づくり同好会の野

菜や日南町の採れたて野菜の即売

を行います。

●マイバッグと小銭を準備くださ

い

●備えてある買い物カゴを使用し、

並んで会計をしてください

ウォーキング時の注意

★夕方から夜間にウオー

キングをする時は、

運転者からわかりや

すいように懐中電灯や

反射タスキ等を装着してくだ

さい。

詐欺に巻き込まれないように

★詐欺犯と接触しないために

知らない人からの電話は出な

いように「留守番電話」を活

用しましょう。

平成29年度
東西町地域振興協議会総会

日程：４月16日(日)
29年度の通常総会を開催します

受付が混雑しますので、下記の

時間にお願いします

●班長受付・・8：20～8：40

(班員の委任状を提出ください)

●一般受付・・8：30～8：50

皆さまのご出席をお願いします。

欠席の場合は、前日までに班長へ

委任状をお届けください。

昨年の総会の様子

さくらまつり8日・9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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３月26

日(日)青

少年育成

会による、

自転車通

学路確認

を行いま

した。

新1年生９名と役員や自

転車愛好家の方々に見守ら

れながら中学校を往復し通

学路を確認しました。

３月４日(土)コミセンで、万寿会体力測定とカロー

リング・ゲームを開催しました。

午前中は握力・上体起こし・片足立ち等、６種目

の測定で各自の体力を評価し、筋力を再認識して今

後の散歩等での体力維持の参考にしています。

昼には皆で弁当を食べて午後は１チーム６名の４

チームで試合形式でのカローリング・ゲームを楽し

みました。オリンピックで行われている氷上でのカー

リングを床上バージョンで丸い円盤(ジェットロー

ラー)６個を床に転がし９m先のポイントゾーンに静

止させて勝敗を決めるゲームです。このように遊び

ながら仲間

づくりと体

力づくりを

目的に活動

をしていま

す。

万寿連合会

田浪照雄

３月５日(日)東西町健康増進委員主催の健康講座

を「つどい」で開催しました。テーマは「元気な心

を保つには～特に高齢者のうつを中心に」で、西伯

病院の精神科の高田照男先生に講演していただきま

した。うつ病は決して珍しい病気ではなく、大切な

何かを失った時などに発症しやすく、薬物療法など

で必ず治る病気なので、早めの治療が必要とのこと

です。また、「楽隠居」は禁句で、元気の秘訣は十

分な睡眠のほか、積極的に人との交流を心がけるな

どポジティブな生活が肝要と強調されていました。

認知症についてもお話があり、社交ダンスやオセ

ロなどがもっとも予防効果があるようです。今回は

32名の参加があり、身近なテーマということで皆さ

ん熱心に聴講されていました。高田先生のユーモア

を交えたわかり

やすいご講義に

感謝。

福祉部長

佐藤重明

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

３区３班 表 遼平 東町234

＜退去・退会＞

３区４班 目次久之 東町268

４区４班 末藤博史 東町322

資源の有効活用と、高齢者に優しいリサイクル活

動を年３回行っています。アルミ缶は中を水洗いし

て出してください。皆さまのご協力をお願いします。

万寿会体力測定

リサイクル

中学新１年生自転車通学路確認

東西町健康講座

パワーポイントの説明に聞き入る参加者

カローリングで楽しむ参加者

土手も左側を一列で

けっこう遠いな～

小学生も元気よく回収を手伝ってくれました

地区内の横断歩道

等にある停止マーク

(足型)は、以前から子

供育成会が表示を行っ

ています。薄れたり消

えていた所もありまし

たので、３月に表示の

塗装作業をしました。

瀧山いずみ(2-5)

停止マーク塗装作業を行いました

親子で作業しました
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東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

日時：４月16日(日) 9：00～

場所：コミセン

受付：混雑しますので、下記の時間にお願いします

●班長受付・・8：20～8：40

(班員の委任状を提出ください)

●一般受付・・8：30～8：50

＊靴の間違いがありますので、靴袋をご持参ください

新年度区長・班長会議【事務局】

日時：４月17日(月) 19：30～21：00

場所：コミセン

内容：新年度の区長・班長を対象にした会議です。

ご出席をお願いします。

着物リメイク教室【人づくり部】

日時：４月22日(土)・29日(土)・５月13日(土)

計３回 時間はいずれも13：00～16：00

内容：着物を洋服にリメイクします

指導者：(大国)松本さん

参加料：1,000円程度

申込み：４月10日まで

準備品：裁縫道具、事前準備した着物（ほどいて水

洗いして乾かしてアイロンがけをしたもの)

行事のお知らせ(予定) どうぞご参加ください

３月３日(金)の運営委員会で協議しました内容と

結果を報告します。

①見直し検討委員会の報告【一部１頁に記載】

今後の町づくりを進めていくため、事業・会費・

役員等の有り方を検討していただく会を計３回開催

しました。それぞれについて、短期・中期・長期的

に実施するもの、要検討するもの、実施しないもの

に分類し、報告しました。

次年度実施するものは、次の項目のもので総会に

て提案する事になりました。

①協議会費は、１頁のとおり現状のままとなりまし

た。

②広報部を人づくり部へ組み込む

広報部の取り組みである、協議会報「まち」の編

集、印刷、ホームページへのアップは主として事

務局が行っているので統合しても大きな支障が出

ない。見直し検討委員会でも役員の負担を減らし

てはと言う意見に整合することにもなる。

③協議会員への香典(弔慰費)について

１頁で説明してあるように香典(弔慰費)を見直し

たい。

その他：運営委員会委員の増員についてや、各部の

来年度の事業計画・予算の策定等について協議を

行いました。

総会議案書が事前に必要な方は、事務局に申し込

んでください。

申込み：４月12日(水)まで

お渡し：４月14日(金)8：30～17：00の間に事務所

でお渡しいたしますので受取にお越しください。

総会議案書の事前お渡しについて

３月４日(土)４区区会が開催されました。

内容は、区長の提案で教育委員会から担当者をお

呼びし、人権に関するビデオ視聴と意見交換会でし

た。

事前に班長が出欠の取りまとめをされ、会場のつ

どいには30名の参加者で満席になりました。

とかく区会では、要望や役目についての話になり

がちなものですが、「積極的に参加することで絆を

深めることが重要である」「もっとこのような機会

を増やしてほ

しい」等の感

想があり大変

有意義な区会

になりました。

区会の開催

昨年12月１日から臨時として勤務していましたが、

改めまして４月から、正式に東西町地域振興協議会

事務局員として働かせていただくことになりました

安東です。

みなさまのご協力を仰ぎながら、

より安心して住める町づくりのた

めに一生懸命努めていきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお

願いします。

東西町地域振興協議会
事務局員が決まりました

第５回運営委員会

満席になった区会（４区）

安東由美(2-1)
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に実施するもの、要検討するもの、実施しないもの

に分類し、報告しました。

次年度実施するものは、次の項目のもので総会に

て提案する事になりました。

①協議会費は、１頁のとおり現状のままとなりまし

た。

②広報部を人づくり部へ組み込む

広報部の取り組みである、協議会報「まち」の編

集、印刷、ホームページへのアップは主として事

務局が行っているので統合しても大きな支障が出

ない。見直し検討委員会でも役員の負担を減らし

てはと言う意見に整合することにもなる。

③協議会員への香典(弔慰費)について

１頁で説明してあるように香典(弔慰費)を見直し

たい。

その他：運営委員会委員の増員についてや、各部の

来年度の事業計画・予算の策定等について協議を

行いました。

総会議案書が事前に必要な方は、事務局に申し込

んでください。

申込み：４月12日(水)まで

お渡し：４月14日(金)8：30～17：00の間に事務所

でお渡しいたしますので受取にお越しください。

総会議案書の事前お渡しについて

３月４日(土)４区区会が開催されました。

内容は、区長の提案で教育委員会から担当者をお

呼びし、人権に関するビデオ視聴と意見交換会でし

た。

事前に班長が出欠の取りまとめをされ、会場のつ

どいには30名の参加者で満席になりました。

とかく区会では、要望や役目についての話になり

がちなものですが、「積極的に参加することで絆を

深めることが重要である」「もっとこのような機会

を増やしてほ

しい」等の感

想があり大変

有意義な区会

になりました。

区会の開催

昨年12月１日から臨時として勤務していましたが、

改めまして４月から、正式に東西町地域振興協議会

事務局員として働かせていただくことになりました

安東です。

みなさまのご協力を仰ぎながら、

より安心して住める町づくりのた

めに一生懸命努めていきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお

願いします。

東西町地域振興協議会
事務局員が決まりました

第５回運営委員会

満席になった区会（４区）

安東由美(2-1)
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朝の登校時、子供達の見

守りにご協力をお願いできま

せんでしょうか。

今年も可愛い新１年生が

７名誕生しました。

朝のバス停(つどい)まで

の間、安全の見守りをして

いただける方を探していま

す。１区に１～２名、２区

から３区に１～２名、朝の

散歩がてら見守りをしてい

ただけませんでしょうか？

事務局へお知らせください。

皆様のご協力により、オープンから４年目を

迎えました。

現在８名の利用者さんが、それぞれの過ごし

方をされていますが、最近は生け花教室や書道

教室、笑いヨガなどを月１回開催、その他季節

の行事や誕生会などバラエティーに富んだ行事

が計画され、充実したひと時を楽しんでおられ

ます。みんなで食べる昼食は、特に人気の高い

イベントで、ほとんどの方が完食されます。

また、懸案であった送迎車も、関係の方々の

ご協力により、軽自動車を購入し、乗りやすく

かつ乗り心地が良いと喜ばれています。

送迎担当も、運転のしやすさなどから、より

安全で安心な送迎ができると好評です。

問い合せや申込みは協議会までお願いします。

２月24日(金)最後

となる、第３回目の

見直し検討委員会を

開催しました。

持続的な町づくり

を進めていくために、

今回検討されたこと

は次のとおりです。

①協議会費について：協議会費450円は、南部町や米子市

の自治会と比較しても安いので、現状のままとする。

②事務局体制について：事務局業務が多忙で手薄になる

部分に有償ボランティアをお願いする。

③その他

◯協議会員への香典(弔慰費)の見直しについて

現在は、協議会員及び世帯構成員に一律5,000円を香典

としてお出ししているが、香典(弔慰費)を、正会員(会

員名簿記載者)5,000円、準会員(住民票がある家族の方)

3,000円とする。グループホーム会員は特別会員扱いと

してこの対象に入れない。

今回検討されたことを含め、３回の会をまとめたもの

を、運営委員会に提案することになりました。（３頁）

委員の皆さまご協力いただきありがとうございました。

「西町の郷」～利用者を募集～

新１年生です ～よろしくお願いします～

見直し検討委員会が終了しました

乗降しやすい送迎用の車を購入しました

かじはら さな

熱心に検討される委員のみなさん

かたやま ゆき

ごとう こうめ

おがわ りおん

ほそだ きら いとが たいち うちだ みゆ

日 曜日 ４月の予定表
1 土 運営委員会/銭太鼓/歩こう会/ソフトバレー

2 日 町づくり部/写真

3 月

4 火 会計監査/(外)2区サロン/絵手紙

5 水 フラダンス

6 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

7 金 (外)3区サロン/4区レクトレ　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

8 土 (外)4区サロン/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

9 日 マージャン/クリーンウォーク

10 月

11 火 ＜新１年生のランドセルに反射材装着＞　男のクッキング

12 水 フラダンス/ハンドメイド

13 木 習字/ダンス

14 金 笑いヨガ

15 土 わくわくショップ10:30～/手話/ソフトバレー/低山会

16 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

17 月 ＜新年度区長・班長会＞

18 火 狂犬病予防注射13:30～14：00

19 水 フラダンス

20 木 万寿会軽体操/ダンス

21 金
運営委員会
　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

22 土
<着物リメイク教室3-①> 野菜市8:00頃～
万寿会/銭太鼓/ソフトバレー

23 日 万寿会総会/写真

24 月 うたの会

25 火 まちの保健室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26 水 フラダンス/ハンドメイド

27 木 習字/ダンス

28 金 人づくり部(さつき祭企画)                          ＊不燃ごみ

29 土 <着物リメイク教室3-②>　銭太鼓/ソフトバレー

30 日

５月の予定
28 日 さつき祭【人づくり部・実行委員会】
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野菜市の再開

４月は22日(土)
５月から毎月第２・４(土曜日)

時間：8：00頃から

場所：つどい前

内容：地元野菜づくり同好会の野

菜や日南町の採れたて野菜の即売

を行います。

●マイバッグと小銭を準備くださ

い

●備えてある買い物カゴを使用し、

並んで会計をしてください

ウォーキング時の注意

★夕方から夜間にウオー

キングをする時は、

運転者からわかりや

すいように懐中電灯や

反射タスキ等を装着してくだ

さい。

詐欺に巻き込まれないように

★詐欺犯と接触しないために

知らない人からの電話は出な

いように「留守番電話」を活

用しましょう。

平成29年度
東西町地域振興協議会総会

日程：４月16日(日)
29年度の通常総会を開催します

受付が混雑しますので、下記の

時間にお願いします

●班長受付・・8：20～8：40

(班員の委任状を提出ください)

●一般受付・・8：30～8：50

皆さまのご出席をお願いします。

欠席の場合は、前日までに班長へ

委任状をお届けください。

昨年の総会の様子

さくらまつり8日・9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


