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会報まち３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

１月28日(土)生産者との交流会として今年度は、ほうききびを使っ

たほうきづくりを行いました。日南町農家さんの畑を借りて、春に種

をまき、秋に収穫し、車庫に何ヶ月も干してやっとほうきづくりに取り

掛かることができました。男性を交えた９名は、日南町農家の伊田さんの指導

で、先人の知恵の素晴らしさを感じながら制作しました。思いの外時間がかか

り予定を１時間超過するも未完成でお開きになりました。後日、こつを掴んだ

代理講師の指導で、なんとか世界に１つだけのオリジナルほうきが完成しまし

た。作品はさつき祭でご

披露します。

日南町の生産者との交流会・ほうきづくり

東西町地域振興協議会事務局員(総務省の集落支援

員)を募集します。

資格要件：東西町地域振興協議会事業に対して熱意

をもって取り組める方

普通自動車免許取得者・パソコン(エクセ

ル、ワード)を使用できる方

業務内容：東西町地域振興協議会運営に係る事務及

び事業全般

勤務地：東西町地域振興協議会事務所

募集人員：１名

雇用期間：平成29年４月～30年３月(延長有り)

勤務時間：月曜日～金曜日8：30～17：15

(事業実施時はこの範囲ではありません)

給与：151,800円(社会保険料等含む)

加入保険：(健康・年金・介護・雇用・労災)保険

募集締切り：平成29年３月10日(金)までに写真付き

履歴書を添えて本人が申し込んでください。

選考：現臨時事務局員と一緒の選考となります。

東西町地域振興協議会
事務局員を募集します

東西町の参加者23名は、社協バスで11時にコミセ

ンを出発し、片道50分程で奥大山スキー場に到着し

ました。真っ青な空に、雪をまとった山々の稜線が

くっきりと見える素晴らしい天候と、混雑のない絶

好のスキー日和でした。

２月４日(土)お兄ちゃんといっしょに東西町のス

キー教室に行きました。バスにのって行くと、どん

どん大山が近づいて来てわくわくしました。

ぼくたちは、地いきの先生(おじさ

んやおねえさん？）といっしょにリ

フトにのってなんどもすべりました。

１回だけ一番高いところまで行っ

てすべりました。とってもこわかっ

たです。でも、とちゅうにボコボ

コのところがあって、そこをす

べるのが楽しかったです。

先生もやさしくて良かった

です。たからさがしゲームも

楽しかったです。

西伯小２年 三村笙仁(4-5)

天津と交流のスキー＆スノーボード教室

オリジナルほうきに悪戦苦闘の参加者

天津と一緒に計37名

最後は宝探しゲーム

５月に種をまきました

秋雨の中、背丈以上になった
ほうききびの刈り取り作業

初心者も帰る頃には
スイスイと

完成しました

日 曜日 ３月の予定表
1 水 フラダンス/写真/ミニテニス

2 木 謡曲/万寿会軽体操/習字/ミニテニス

3 金
運営委員会/4区レクトレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ・ビン・缶

4 土 万寿会体力測定/銭太鼓/4区区会/歩こう会/ソフトバレー

5 日 ＜健康講座＞

6 月

7 火 絵手紙/男のクッキング

8 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

9 木 謡曲/習字/ダンス/福祉部会/ミニテニス

10 金 笑いヨガ/2区1班/放課後児童クラブ説明会

11 土 ＜子供会歓送迎会＞ そばの会/銭太鼓/2区３班

12 日 ＜リサイクル＞  4区新理事・班長会議/クリーンウォーク

13 月 2区サロン

14 火 (外)4区サロン

15 水 フラダンス/マージャン/ミニテニス

16 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

17 金 　　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

18 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

19 日 マージャン/1区2班/1区4班

20 月

21 火

22 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

23 木 習字/ダンス/ミニテニス

24 金 3区サロン/中学育成会総会　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 銭太鼓/4区5班/3区4班/ソフトバレー

26 日 ＜中学新１年生自転車通学路確認＞ 子供会総会

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水 ミニテニス

30 木 ダンス/ミニテニス

31 金

４月の予定
16 日 東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

17 月 新年度区長・班長会議【事務局】
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野菜市をご利用の皆さまへ

安全で安心な野菜を遠く日南町

から販売に来ていただいています。

４月から再開しますが、下記の

ような購入方法になりますのでよ

ろしくお願いします。

①準備してある買い物かごを必ず

使用してください。

②会計は並んで順番に支払いして

ください。

小銭やマイバッグもご準備くだ

さい。

除雪にご協力をありがとう

ございました

今季は２回もの大

雪で、雪かき隊の方々

には何度も出動いた

だきありがとうございました。

また、防災庫やバス停、西町

の郷の駐車場等を多くの方々が

除雪を行って下さっているとい

う情報が寄せられました。

皆さんのお名前を挙げること

はできませんが感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

犬・ネコ等ペットの糞は

持ち帰りましょう

何度も掲載して

いるペットの糞問題

ですが、なかなか苦情が後を絶ち

ません。

道路に放置された糞や、ネコの

放し飼いによる宅地内の糞公害。

飼い主は責任を持って対処して

いただきたいと思います。

東西町地域振興協議会総会

日程：４月16日(日)
通常総会を開催します。

班長、理事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々に対し

ても、お互いさまの気持ちで皆で

助け合っていきましょう。

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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２月５日(日)町のバウンスボール大会に合わせて、

講師をお招きし、広報部の写真撮影講習会を行いま

した。動きがあるスポーツの撮影は特に難しく、４

名の広報部員は苦労しながらシャッ

ターチャンスを狙っていました。

後に、撮影した写真につい

て先生から、評価や指導をいた

だき、写真撮影時の要領等を学

びました。

広報部研修会

２月５日(日)農

業者トレーニング

センターで、第３

回南部町民バウン

スボール大会が行

われました。

今回は事前に練

習会も行ったので、

チームワークは 高！。優勝を目指したものの、レ

ベルアップした他の協議会との長いラリーやフルセッ

トを戦った疲れか、結果は、Ａ(50歳未満)は昨年同

様の２位、Ｂ(50歳以上)は１つダウンの３位でした。

優勝は、Ａ・Ｂ共天津地域振興協議会でした。

プレーヤーはもちろん、応援も楽しいバウンスボー

ル大

会で

した。

南部町民バウンスボール大会

１月21日(土)女性10名、男性３名の参加でした。

内容は、①調理時間を如何に短縮するか

②塩分を減らす方法 ③余熱の利用 ④電子レン

ジの利用(材料の下処理―洗い方・皮をどうするか・

どのように切るか)の指導をしてもらいながら、４

品の料理を作りました。

味噌汁の出し汁には、小さく崩した煮干しだけを

煮立たせないで、味噌を入れて火を止める。

さんま缶を使った卵

とじは、とにかく早く

出来、美味しく、これ

は使えると思いました。

この度感じたことは、

女性の皆さんの動作に

無駄がないことです。

今回参加することができて本当に良かった、来年

もぜひ参加したいと思います。

岩尾勝幸(2-2)

食習慣改善講習会

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞

２区３班 長谷川喜美 東町191

＜入居・入会＞よろしくお願いします

１区５班 三浦秀賢 西町71セジュール西町102号

東西町では、保護者が仕事等で児童を見ることが

できない場合の支援として、集会所で放課後児童ク

ラブを行っています。２月16日(木)東西町放課後児

童クラブ運営委員会を開催しました。会の構成は、

原(会長)、谷口(副会長)、小杉(民生委員)、黒木

(事務担当者)、柴田(児童クラブ支援員)、神田(利

用保護者)協議会と各代表者の計６名です。

本年度活動及び中間決算の報告、施設や設備面に

ついての要望事項、連絡方法の確認、今後の活動等

について話し合いを行いました。

新年度利用は、通年が８名、長期利用(夏・冬・

春休み期間)

が15名です。

いつも温か

い気持ちで見

守ってくださ

り、ありがと

うございます。

放課後児童クラブ運営委員会

チームワークはバッチリの東西町

随所にファインプレーが有るも２位

調理時間が短く美味しくできる工夫を学びました

僅かな時間で４品が完成

熱心に会が行われました
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健康講座【福祉部・健康増進委員】

日時：３月５日(日) 13：30～15：00

場所：つどい

講演内容：「元気な心を保つには」

～特に高齢者うつを中心に～

講師：西伯病院 高田照男先生

リサイクル【青少年育成会】

日時：３月12日(日) 9：00～

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

(ビンやスチール缶は回収できません)

●９時までに可燃ごみ集積場かコミセンに搬出して

ください

●子供達が回収に回りますので、持ちやすいように

お願いします。

●高齢の方等で搬出できない場合は、自宅前道路に

置いてください。

＊環境と高齢者に優しいリサイクル活動に、皆さん

のご協力をお願いします。

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

日時：３月26日(日) 9：00～10：30

内容：青少年育成会と、中学新１年生が一緒に、自

転車で、自転車通学路の確認をします。

＊少雨決行

＊大雨時は車で確認しますので集合ください。

準備品：自転車

ヘルメット(準備できない人は準備します)

行事のお知らせ(予定) どうぞご参加ください

地域課題の調査研

究をされている、京

都府立大学公共政策

学部の勝山 亨准教授

が、インターネット

で東西町のごみの立

ち当番廃止の取り組

みを見られ、２月６

日に視察に来られました。東西町が推めているごみ

の立ち当番廃止の経緯等について説明をしました。

勝山准教授から、東西町でごみの立ち当番を廃止す

ることができた理由について、「①きちんとしたコ

ミュニティーが確立されていること。②会報「まち」

等の広報によって住民の皆さんに情報が周知徹底さ

れていること。③自分達の町は自分で作って行くと

いう住民の意識の統一があり、長年に渡りとぎれる

ことのない町づくりに対する思いが成果として表れ

てきたものである」との言葉をいただきました。

２年間の手話講座(人づくり部)を終え、今年度か

ら手話同好会として開催しようと思います。手話を

歌で覚える等楽しく学べる手話同好会の会員を募集

します。

日程：４月から毎月第３土曜日

時間：19：30～20：30

場所：コミセン

講師：橋本美穂子さん(4-5)

会費：１ヶ月 200円

定員：10名以上(定員に満たない場

合は開催できません)

申込み：３月21日までに

協議会事務所へ

手話同好会会員募集！分別ごみ立ち当番廃止についての
視察を受け入れました

ご利用ください！小さな図書館

町立図書館まで行かれない方のためにも、東西町

に小さな図書館(配本ステーション)があります。２ヶ

月に１回の出前で200冊の本が入れ替えられます。

場所：東西町地域振興協議会事務所内

利用者の声

健康づくりや趣味、物語等の中か

ら借りて帰って本との時間を楽しん

でいます。

「読書して 防ぐ老化の 物忘れ」 ３区 S.H

配本ステーション

視察に対応する原会長

今季はすごい

雪でしたね！こ

の寒さで奥堤池

に張った氷の上

を水鳥が歩いて

いる様子を見か

けました。

春が待ち遠し

いこの冬でした。 池の上を歩いて渡る水鳥

今季の寒波でこんな景色が見られました

手話で心のバリアフリー
も目指しませんか？
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置いてください。

＊環境と高齢者に優しいリサイクル活動に、皆さん

のご協力をお願いします。

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

日時：３月26日(日) 9：00～10：30

内容：青少年育成会と、中学新１年生が一緒に、自

転車で、自転車通学路の確認をします。

＊少雨決行

＊大雨時は車で確認しますので集合ください。

準備品：自転車

ヘルメット(準備できない人は準備します)

行事のお知らせ(予定) どうぞご参加ください

地域課題の調査研

究をされている、京

都府立大学公共政策

学部の勝山 亨准教授

が、インターネット

で東西町のごみの立

ち当番廃止の取り組

みを見られ、２月６

日に視察に来られました。東西町が推めているごみ

の立ち当番廃止の経緯等について説明をしました。

勝山准教授から、東西町でごみの立ち当番を廃止す

ることができた理由について、「①きちんとしたコ

ミュニティーが確立されていること。②会報「まち」

等の広報によって住民の皆さんに情報が周知徹底さ

れていること。③自分達の町は自分で作って行くと

いう住民の意識の統一があり、長年に渡りとぎれる

ことのない町づくりに対する思いが成果として表れ

てきたものである」との言葉をいただきました。

２年間の手話講座(人づくり部)を終え、今年度か

ら手話同好会として開催しようと思います。手話を

歌で覚える等楽しく学べる手話同好会の会員を募集

します。

日程：４月から毎月第３土曜日

時間：19：30～20：30

場所：コミセン

講師：橋本美穂子さん(4-5)

会費：１ヶ月 200円

定員：10名以上(定員に満たない場

合は開催できません)

申込み：３月21日までに

協議会事務所へ

手話同好会会員募集！分別ごみ立ち当番廃止についての
視察を受け入れました

ご利用ください！小さな図書館

町立図書館まで行かれない方のためにも、東西町

に小さな図書館(配本ステーション)があります。２ヶ

月に１回の出前で200冊の本が入れ替えられます。

場所：東西町地域振興協議会事務所内

利用者の声

健康づくりや趣味、物語等の中か

ら借りて帰って本との時間を楽しん

でいます。

「読書して 防ぐ老化の 物忘れ」 ３区 S.H

配本ステーション

視察に対応する原会長

今季はすごい

雪でしたね！こ

の寒さで奥堤池

に張った氷の上

を水鳥が歩いて

いる様子を見か

けました。

春が待ち遠し

いこの冬でした。 池の上を歩いて渡る水鳥

今季の寒波でこんな景色が見られました

手話で心のバリアフリー
も目指しませんか？
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会報まち３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

１月28日(土)生産者との交流会として今年度は、ほうききびを使っ

たほうきづくりを行いました。日南町農家さんの畑を借りて、春に種

をまき、秋に収穫し、車庫に何ヶ月も干してやっとほうきづくりに取り

掛かることができました。男性を交えた９名は、日南町農家の伊田さんの指導

で、先人の知恵の素晴らしさを感じながら制作しました。思いの外時間がかか

り予定を１時間超過するも未完成でお開きになりました。後日、こつを掴んだ

代理講師の指導で、なんとか世界に１つだけのオリジナルほうきが完成しまし

た。作品はさつき祭でご

披露します。

日南町の生産者との交流会・ほうきづくり

東西町地域振興協議会事務局員(総務省の集落支援

員)を募集します。

資格要件：東西町地域振興協議会事業に対して熱意

をもって取り組める方

普通自動車免許取得者・パソコン(エクセ

ル、ワード)を使用できる方

業務内容：東西町地域振興協議会運営に係る事務及

び事業全般

勤務地：東西町地域振興協議会事務所

募集人員：１名

雇用期間：平成29年４月～30年３月(延長有り)

勤務時間：月曜日～金曜日8：30～17：15

(事業実施時はこの範囲ではありません)

給与：151,800円(社会保険料等含む)

加入保険：(健康・年金・介護・雇用・労災)保険

募集締切り：平成29年３月10日(金)までに写真付き

履歴書を添えて本人が申し込んでください。

選考：現臨時事務局員と一緒の選考となります。

東西町地域振興協議会
事務局員を募集します

東西町の参加者23名は、社協バスで11時にコミセ

ンを出発し、片道50分程で奥大山スキー場に到着し

ました。真っ青な空に、雪をまとった山々の稜線が

くっきりと見える素晴らしい天候と、混雑のない絶

好のスキー日和でした。

２月４日(土)お兄ちゃんといっしょに東西町のス

キー教室に行きました。バスにのって行くと、どん

どん大山が近づいて来てわくわくしました。

ぼくたちは、地いきの先生(おじさ

んやおねえさん？）といっしょにリ

フトにのってなんどもすべりました。

１回だけ一番高いところまで行っ

てすべりました。とってもこわかっ

たです。でも、とちゅうにボコボ

コのところがあって、そこをす

べるのが楽しかったです。

先生もやさしくて良かった

です。たからさがしゲームも

楽しかったです。

西伯小２年 三村笙仁(4-5)

天津と交流のスキー＆スノーボード教室

オリジナルほうきに悪戦苦闘の参加者

天津と一緒に計37名

最後は宝探しゲーム

５月に種をまきました

秋雨の中、背丈以上になった
ほうききびの刈り取り作業

初心者も帰る頃には
スイスイと

完成しました

日 曜日 ３月の予定表
1 水 フラダンス/写真/ミニテニス

2 木 謡曲/万寿会軽体操/習字/ミニテニス

3 金
運営委員会/4区レクトレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ・ビン・缶

4 土 万寿会体力測定/銭太鼓/4区区会/歩こう会/ソフトバレー

5 日 ＜健康講座＞

6 月

7 火 絵手紙/男のクッキング

8 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

9 木 謡曲/習字/ダンス/福祉部会/ミニテニス

10 金 笑いヨガ/2区1班/放課後児童クラブ説明会

11 土 ＜子供会歓送迎会＞ そばの会/銭太鼓/2区３班

12 日 ＜リサイクル＞  4区新理事・班長会議/クリーンウォーク

13 月 2区サロン

14 火 (外)4区サロン

15 水 フラダンス/マージャン/ミニテニス

16 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

17 金 　　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

18 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

19 日 マージャン/1区2班/1区4班

20 月

21 火

22 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

23 木 習字/ダンス/ミニテニス

24 金 3区サロン/中学育成会総会　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

25 土 銭太鼓/4区5班/3区4班/ソフトバレー

26 日 ＜中学新１年生自転車通学路確認＞ 子供会総会

27 月 うたの会

28 火 まちの保健室

29 水 ミニテニス

30 木 ダンス/ミニテニス

31 金

４月の予定
16 日 東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

17 月 新年度区長・班長会議【事務局】
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野菜市をご利用の皆さまへ

安全で安心な野菜を遠く日南町

から販売に来ていただいています。

４月から再開しますが、下記の

ような購入方法になりますのでよ

ろしくお願いします。

①準備してある買い物かごを必ず

使用してください。

②会計は並んで順番に支払いして

ください。

小銭やマイバッグもご準備くだ

さい。

除雪にご協力をありがとう

ございました

今季は２回もの大

雪で、雪かき隊の方々

には何度も出動いた

だきありがとうございました。

また、防災庫やバス停、西町

の郷の駐車場等を多くの方々が

除雪を行って下さっているとい

う情報が寄せられました。

皆さんのお名前を挙げること

はできませんが感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

犬・ネコ等ペットの糞は

持ち帰りましょう

何度も掲載して

いるペットの糞問題

ですが、なかなか苦情が後を絶ち

ません。

道路に放置された糞や、ネコの

放し飼いによる宅地内の糞公害。

飼い主は責任を持って対処して

いただきたいと思います。

東西町地域振興協議会総会

日程：４月16日(日)
通常総会を開催します。

班長、理事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々に対し

ても、お互いさまの気持ちで皆で

助け合っていきましょう。

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


