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２月２日(日)東西町スキー＆スノーボード教室を開催しました。今年

は奥大山が閉鎖になったため、岡山県新見市千屋にある「いぶきの里ス

キー場」に行きました。指導してくださったのは、スキーは、協議会長

原 和正さん、竹田文枝(3-4)さん、布野浩司(1-4)さん、スノーボー

ドは勝田朋美(2-4)さん敦也君(中２)母子でした。敦也くんは、東西町

放課後児童クラブを開設当時から利用していました。地域で自分が出来

ることであればと、快く引き受けてくれました。スノーボード初挑戦

の小学１年生にも、靴の履き方等も親切に根気よく面倒をみてくれて

いました。「あの可愛かった子がこんなにたくましくなって、と・・

感激しました。」

スキー教室に参加して 小学５年 亀山一登(2-1)

登校前のバス待ちの時、つどいにはってあったポスターでスキー＆スノー

ボード教室があることを知りました。ゆづき君やかずま君も参加す

るということだったので弟といっしょに申し込みました。

今年は鳥取県に雪がない中、岡山のスキー場に連れていって

もらいとてもうれしかったです。いぶきの里スキー場は人工こう雪

もあり、雪がたくさん積もっていて30回くらいリフトにのり、みんな

ですべってとても楽しかったです。

さいごの宝さがしゲームは、去年とはちがう方法だったけれど楽

しかったです。入浴ざいをもらいました。来年も参加したいです。

東西町スキー＆スノーボード教室

東西町には３名の民生委員がおられますが、昨

年12月から２名が交代されました。新たに着任さ

れたのは、長野さんと小松さんです。

１区全域と２区１班の担当は、長野さんです。

２区２班と４区全域は今まで通り小杉達男(4-3)さ

んです。

２区３班、４班、５班、３区全域は、小松さんが

担当されます。

困りごと等ありましたらご相談ください。

新たに着任された民生委員紹介

現協議会長が副会長・会長に就任して丸12年と

なり、この６月30日をもって退任したいとの意向

を受け、協議会長候補者を公募します。

任期：令和２年７月１日～４年３月31日

報酬：月額100,000円

応募される方は住所、氏名、連絡先を記入の上、

ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出下さ

い。

公募の期間：令和２年３月16日(月)

～３月24日(火)

※会長候補者は、公募者を含めて、選考委員会、

運営委員会で選考し総会に提案します。

東西町地域振興協議会
会長の公募について

全員で記念写真

初心者にも根気よく靴の履き方から指導

美しい自然の中で気持ちいい

スノーボードに初挑戦
こんなにすべれたよ！

長野由紀夫(2-1) 小松幸枝(3-3)

日 曜日 ３月の予定表
1 日 ＜バウンスボール大会【中止】＞　写真

2 月 人づくり部会【中止】/万寿会GG

3 火

4 水

5 木 万寿会GG

6 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 子供会歓送迎会/4区5班班会/銭太鼓/ソフトバレー

8 日 ＜リサイクル【中止】＞　2区4班班会

9 月 万寿会GG

10 火 福祉部会【中止】

11 水

12 木 万寿会GG

13 金 運営委員会/地域福祉委員会

14 土 1区5班班会/3区4班班会/銭太鼓/ソフトバレー

15 日
＜中学新1年生通学路確認【延期】＞ 2区3班班会
子供会総会/マージャン/1区4班

16 月 万寿会GG

17 火 2区サロン

18 水 3区サロン

19 木
笑いヨガ/習字/万寿会GG
　　　　　　　 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

20 金

21 土
わくわくショップ10:30～/中学育成会/銭太鼓/低山会
ソフトバレー

22 日 1区2班班会/1区1班班会

23 月 うたの会/万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字/万寿会GG

27 金                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ＊不燃ごみ

28 土 銭太鼓/ソフトバレー

29 日

30 月 万寿会GG

31 火 ４区サロン(外)

４月の予定
19 日 東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

20 月 新区長・班長会議【事務局】

26 日 いちご狩り【人づくり部】

第１５２号 東西町地域振興協議会 令和２年３月１日（２０２０）

4

東西町地域振興協議会

通常総会のお知らせ

日程：４月19日(日)

現班長の任期は総会日までです。

もう少しお世話になります。

新たに任に就かれる方に対して

も、お互い様の気持ちで皆で助け

合っていきましょう。

さくらの苗木の植樹と

モニュメントの移設をしました

東西町スポーツ広場に、町から

いただきました桜の苗木を、トイ

レ側にソメイヨシノ２本と、山側

に枝垂れ桜３本を植樹しました。

大山をバックに満開のさくらが

見られる日を楽しみにしてくださ

い。

また、さつき祭で来場者みんな

で制作した、ふれ愛たすけ愛のモ

ザイクモニュメントを、放課後児

童クラブ(集会所)玄関前に仮置し

ていましたが、東西町スポーツ広

場駐車場の西側に移設しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、会議や行事が中止又は延

期になっています。

３月のつどい100歳体操及びコミ

セン100歳体操は当分の間中止に

します。

再開する場合は、放送等でお

知らせいたします。

人混みは避け、マスク、

手洗い等、感染しない

又は感染を遅らせる

ために皆さんのご協力

をお願いします。

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
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２月16日(日)米子クイーンボールで東西町ボーリ

ング大会を開催しました。

参加者は小学生から80代までの20名でした。一投

ごとにベンチからすごい、うまい、惜しい等の歓声

があがったり、ストライクやスペアーをとった時は

ハイタッチする光景も見られ、素晴らしい異世代交

流になりました。(小学生と75歳以上にはハンデｲｰ有り)

２ゲームの内、良い方のスコアで競われた結果、

179で佐藤重明さん(4-2)、小杉達男さん(4-3)が同

点優勝でした。３位は174で生田允昭さん(3-5)でし

た。

表彰式は恒例の抽選方式です。上位３名と、飛び

賞として計10名が抽選権を獲得されました。賞品は

タワシから菓子詰め合わせや有名銘柄の日本酒等が

並び、優勝者より良

い賞品だったと盛り

上がっていました。

２月20日(木)児童クラブ(集会所)で新年度利用

者説明会を行いました。

新年度の利用者は18名、そのうち１年生は４名

です。（昨年より３名増です）

東西町児童クラブのめざす子供の姿は、

☆基本的生活習慣を身につけ、規則正しい生活を

する

☆遊びや地域交流を通し、自主性、社会性、創造

性を培うです。

登下校等でも温かく見守っ

てください。

地域の行事にも出来るだ

け参加しようと思っていま

すので、一緒に交流をお願

いします。

ボーリング大会

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

２区３班 長谷川 聡 東町191

昨年７月からふれあい健康づくりポイント制度を

行っています。自己記入してもらう毎日のウォーキ

ングについて問い合わせがあります。

１日30分以上のウォーキングとなっていますが、

家事や仕事で歩いた時間でもいいのでしょうか？な

どとの質問がありますが、基本的に、ウォーキング

自体が目的とならなければいけませんので、家事や

仕事をする時に歩いた時間は該当しません。

屋外での散歩

(ウォーキング)

であいさつを交

わすこともこの

制度の目的です。

ふれあい健康づくりポイント制度
ウォーキング

２月６日、２月18日と２年振りに雪かき隊が出動

しました。

18日は18cmの積雪があり、７時前から３人で自走

式除雪機を動かし旧国道側の歩道を除雪しました。

歩道には雪の重みで倒

れた竹が道を塞いでいる

箇所もあり大変でした。

雪かき隊出動

放課後児童クラブ新年度利用者説明会

１レーンに４名づつ
５レーンで開催しました

右から優勝 小杉さん、佐藤さ
ん、３位 生田さんでした

ふれあい健康づくりポイントカード

重く湿った雪は除雪機やベテ
ランでも大変です

寒い中のボランティアに感謝

説明会の様子
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リサイクル【青少年育成会】

日時：３月８日(日)に予定していましたが、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

中止といたします。

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

青少年育成会と自転車愛好家の方が、自転車で生

徒と一緒に法勝寺中学校までの通学路を確認します。

日時：３月15日に予定していましたが、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、

延期といたします。

日程が決まり次第お知らせします。

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(＊大雨時は車で確認します。)

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

東西町地域振興協議会事務所内に、図書館の本が

おいてあります。その中に字のとっても大きな大活

字本という本があります。

疲れた時や夜でも非常に読み

やすく、１冊があっと言う間に

読み終わってしまい、なんかよ

く本を読んだな～て感じになり

ます。みなさんもどうぞご利用

ください。

２月15日(土)つどいにて２区区会を開催しました。

17名の方が話し合いに出席していただき、防災・防

犯・環境・交流等、住んで良かった東西町の町づく

りに向けて、自分が出来ること、班や区が取り組む

事等、皆さんの意見を出し合いました。

内容は、犬猫の糞尿後の始末や、とんどさんに子

どもの参加が少ない事、ごみに名前や番地の記入が

無い、東西町スポーツ広場への自転車乗り入れにつ

いてや、不審者等についてでした。

この会議で出た意見等をまとめて協議会に提出し、

回答を受け、区内回覧で周知することにいたします。

また、２区の人権学習会は、今年は２区４班の班

会と合わせて開催する予定にしています。

２区区長 内田博之

工事中でありました、東西町スポーツ広場への

進入路が、この度完成しました。

地区から要望していました、道路幅の拡張や水路

への転落防止のガードレールも設置され、駐車場ま

で進入ができるようになりました。

但し、グラウンドへの車の乗り入れは禁止です。

また、西側からとコミセン側からの階段は次年度

以降に工事予定との回答を得ています。

尚、ポケットパーク工事との関係で一部工事が残っ

ていますので、注意して通行下さい。

東西町スポーツ広場
駐車場への進入禁止が解除

２月８日(土)４区区会・人権学習会が開催され21

名の出席がありました。

人権学習会では、「君が、いるから」～子ども・

若者の人権～のドラマを視聴し感想文を書きました。

区会では、ごみの排出、防犯灯の設置要望、猫に

よる被害等について話し合いがなされました。

そして、次年度は区長相談役を作ることについて

の提案があり、出席者から承認されました。

２区区会

４区区会・人権学習会

区会の前に人権DVDを視聴するみなさん

配本ステーション「大活字本」

昨年度の通学路確認風景
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但し、グラウンドへの車の乗り入れは禁止です。

また、西側からとコミセン側からの階段は次年度

以降に工事予定との回答を得ています。

尚、ポケットパーク工事との関係で一部工事が残っ

ていますので、注意して通行下さい。

東西町スポーツ広場
駐車場への進入禁止が解除

２月８日(土)４区区会・人権学習会が開催され21

名の出席がありました。

人権学習会では、「君が、いるから」～子ども・

若者の人権～のドラマを視聴し感想文を書きました。

区会では、ごみの排出、防犯灯の設置要望、猫に

よる被害等について話し合いがなされました。

そして、次年度は区長相談役を作ることについて

の提案があり、出席者から承認されました。

２区区会

４区区会・人権学習会

区会の前に人権DVDを視聴するみなさん

配本ステーション「大活字本」

昨年度の通学路確認風景
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２月２日(日)東西町スキー＆スノーボード教室を開催しました。今年

は奥大山が閉鎖になったため、岡山県新見市千屋にある「いぶきの里ス

キー場」に行きました。指導してくださったのは、スキーは、協議会長

原 和正さん、竹田文枝(3-4)さん、布野浩司(1-4)さん、スノーボー

ドは勝田朋美(2-4)さん敦也君(中２)母子でした。敦也くんは、東西町

放課後児童クラブを開設当時から利用していました。地域で自分が出来

ることであればと、快く引き受けてくれました。スノーボード初挑戦

の小学１年生にも、靴の履き方等も親切に根気よく面倒をみてくれて

いました。「あの可愛かった子がこんなにたくましくなって、と・・

感激しました。」

スキー教室に参加して 小学５年 亀山一登(2-1)

登校前のバス待ちの時、つどいにはってあったポスターでスキー＆スノー

ボード教室があることを知りました。ゆづき君やかずま君も参加す

るということだったので弟といっしょに申し込みました。

今年は鳥取県に雪がない中、岡山のスキー場に連れていって

もらいとてもうれしかったです。いぶきの里スキー場は人工こう雪

もあり、雪がたくさん積もっていて30回くらいリフトにのり、みんな

ですべってとても楽しかったです。

さいごの宝さがしゲームは、去年とはちがう方法だったけれど楽

しかったです。入浴ざいをもらいました。来年も参加したいです。

東西町スキー＆スノーボード教室

東西町には３名の民生委員がおられますが、昨

年12月から２名が交代されました。新たに着任さ

れたのは、長野さんと小松さんです。

１区全域と２区１班の担当は、長野さんです。

２区２班と４区全域は今まで通り小杉達男(4-3)さ

んです。

２区３班、４班、５班、３区全域は、小松さんが

担当されます。

困りごと等ありましたらご相談ください。

新たに着任された民生委員紹介

現協議会長が副会長・会長に就任して丸12年と

なり、この６月30日をもって退任したいとの意向

を受け、協議会長候補者を公募します。

任期：令和２年７月１日～４年３月31日

報酬：月額100,000円

応募される方は住所、氏名、連絡先を記入の上、

ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出下さ

い。

公募の期間：令和２年３月16日(月)

～３月24日(火)

※会長候補者は、公募者を含めて、選考委員会、

運営委員会で選考し総会に提案します。

東西町地域振興協議会
会長の公募について

全員で記念写真

初心者にも根気よく靴の履き方から指導

美しい自然の中で気持ちいい

スノーボードに初挑戦
こんなにすべれたよ！

長野由紀夫(2-1) 小松幸枝(3-3)

日 曜日 ３月の予定表
1 日 ＜バウンスボール大会【中止】＞　写真

2 月 人づくり部会【中止】/万寿会GG

3 火

4 水

5 木 万寿会GG

6 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 子供会歓送迎会/4区5班班会/銭太鼓/ソフトバレー

8 日 ＜リサイクル【中止】＞　2区4班班会

9 月 万寿会GG

10 火 福祉部会【中止】

11 水

12 木 万寿会GG

13 金 運営委員会/地域福祉委員会

14 土 1区5班班会/3区4班班会/銭太鼓/ソフトバレー

15 日
＜中学新1年生通学路確認【延期】＞ 2区3班班会
子供会総会/マージャン/1区4班

16 月 万寿会GG

17 火 2区サロン

18 水 3区サロン

19 木
笑いヨガ/習字/万寿会GG
　　　　　　　 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

20 金

21 土
わくわくショップ10:30～/中学育成会/銭太鼓/低山会
ソフトバレー

22 日 1区2班班会/1区1班班会

23 月 うたの会/万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水

26 木 習字/万寿会GG

27 金                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ＊不燃ごみ

28 土 銭太鼓/ソフトバレー

29 日

30 月 万寿会GG

31 火 ４区サロン(外)

４月の予定
19 日 東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

20 月 新区長・班長会議【事務局】

26 日 いちご狩り【人づくり部】
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東西町地域振興協議会

通常総会のお知らせ

日程：４月19日(日)

現班長の任期は総会日までです。

もう少しお世話になります。

新たに任に就かれる方に対して

も、お互い様の気持ちで皆で助け

合っていきましょう。

さくらの苗木の植樹と

モニュメントの移設をしました

東西町スポーツ広場に、町から

いただきました桜の苗木を、トイ

レ側にソメイヨシノ２本と、山側

に枝垂れ桜３本を植樹しました。

大山をバックに満開のさくらが

見られる日を楽しみにしてくださ

い。

また、さつき祭で来場者みんな

で制作した、ふれ愛たすけ愛のモ

ザイクモニュメントを、放課後児

童クラブ(集会所)玄関前に仮置し

ていましたが、東西町スポーツ広

場駐車場の西側に移設しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、会議や行事が中止又は延

期になっています。

３月のつどい100歳体操及びコミ

セン100歳体操は当分の間中止に

します。

再開する場合は、放送等でお

知らせいたします。

人混みは避け、マスク、

手洗い等、感染しない

又は感染を遅らせる

ために皆さんのご協力

をお願いします。

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


