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会報まち１月号
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。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。

昨年は５月に元号が「令和」に変わり、新たな時代が始まる年になりました。東西町地域振興協議会が

発足してから丸12年が過ぎました。これからの10年、20年先を見据えた地域づく

り計画書を作成するために、地区在住の方を始めとして、小学生、10代から40代

の転出者そして障害者施設の方にもアンケートやヒアリングを実施しました。

高齢化は進みますが、新たに当地区に移住されてこられる方も増えています。

身近な困り事を自分の事ととして一緒に解決する意識の熟成や、持続する地域づく

りを今年も進めて行きたいと思います。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。

令和元年も終わろうとしている年末の押し迫った12月22

日(日)に令和になり初めての赤い羽根共同募金助成事業の

歳末福祉もちづくりを行いました。

当日は、山陰特有のどんよりした曇り空の下で少し肌寒

い日でしたが、風も無い中でもちつきを行い、子供達のメッ

セージを添えて無事お届けすることが出来ました。

子供達と一緒にお届けしたとき、大変喜ばれ、子供達に「ありがとう」など感謝の言葉

をかけていただいたときは、自分にもお礼を言われたような気持になり、もちづくりに

携わって良かったと思いました。

実行委員、子供育成会、中学育成会

の皆さまには、年末の日曜日にも関わ

らず大変お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

実行委員長 野口昭男

歳末福祉のもちづくり

令和２年 年頭の挨拶

総勢７２名が携わった歳末福祉のもちづくりでした

つき手とこね手の
息もピッタリ？

中学生はパック詰めの
補助で活躍しました

笑顔で受け取られ感謝の
言葉を言われました

皆様にお世話になりましたアンケートやヒヤリングの集計と分析を終えました。

計画書作成に向けての進捗状況や予定は次の通りです。

１）第１回検討委員会：12月23日（月）各部や各会等の代表者による検討会

２）第２回検討委員会：１月13日（月・祝）同上委員による検討会

３）住民との意見交換会：１月下旬から２月上旬

※鳥取大学と連携し進めているため、上記のいづれの会にも鳥取大学の

竹川先生と東根先生が同席されます。

４）計画書作成・印刷：３月末を予定

第３期地域づくり計画書作成の進捗状況

鳥大で竹川先生、東根先生と
打ち合わせをしました

布で作った鏡餅と
干支の「子」

日 曜日 １月の予定表
1 水

2 木

3 金

4 土 銭太鼓

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/布とあそぶ

7 火 男のクッキング

8 水

9 木 習字

10 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

11 土 そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

12 日 ＜とんどさん・新年会＞

13 月 ＜地域づくり計画書作成検討委員会＞　 万寿会役員会

14 火 ４区サロン

15 水 ３区サロン

16 木 笑いヨガ/習字

17 金 コミセン100体

18 土
＜着物着付け講習会・初釜＞　 運営委員会
銭太鼓/低山会/ソフトバレー

19 日 マージャン

20 月 つどい100体/布とあそぶ

21 火

22 水

23 木 地域円卓会議/習字

24 金
コミセン100体
       ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

25 土 ＜健康講座＞　銭太鼓/ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

26 日 写真/2区2班会議

27 月 つどい100体/うたの会

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字

31 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

２月の予定
2 日 スキー＆スノーボード教室【人づくり部】

16 日 ボーリング大会
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スポーツ広場使用後は整備を！

多くの方に利用されている東西

町スポーツ広場ですが、グラウン

ドに跡が残るような利用の後には、

団体使用はもちろんですが、個人

でもグラウンド整備をお願いしま

す。東屋に配置してある用具を使っ

てください。

年始のお知らせ

ローズちゃん号：６日（月）から

井田鮮魚店：７日（火）から

わくわくショップ：２月から

野菜市：４月から

ごみ立ち当番復活か！！
分別ごみ立ち当番廃止

を試行して３年になります。

立ち当番を無くす条件は番地か名

前を明記することでした。

間違っていないと思っていても

誰にも間違いはあるものです。

残った物の処理が大変です。

マジックも配布していますし、倉

庫にも置いてあります。最近、無

記入の物が増え、記入してないも

のに限って引き取ってもらえず残っ

ています。このままで行くと、ま

た、立ち当番を復活することも考

えなくてはいけません。我が事で

す。ご協力をお願いします。

新年度の広報

東西町はいろいろ

な方々に支えられて

町づくりをおこなっ

ています。その方々にスポット

を当てて、ご紹介や声を会報

「まち」に掲載したいと思って

います。

ご協力をお願いします。

年始の事務業務について

事務業務始めは
1月6日(月)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6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をしたところ、

７名の申込みがあり12月22日(日)小型除雪機安全講

習会を行ないました。

昨年は幸い積雪が少なく除雪作業は行われません

でしたが、今年度の積雪に備えて、除雪機の操作と

安全講習を真剣に学びました。

除雪ボランティアの人員も年々少なくなってきて

います。地域の皆さんのためにご協力をお願いしま

す。

なお、町内

７ヶ所に融雪

剤を配置して

いますのでお

使いくだい。

小型除雪機安全講習会

所有されている敷地・建物を地域コミュニティホー

ム「西町の郷」として無償提供していただいている

渡辺貞之さん(1-2)が、この度、茨木県へ転出され

ることになりました。そこで「西町の郷」を利用さ

れている方々等と感謝の会を開催しました。

皆様が感謝の言葉とともに、転居先でのご健勝を

祈念しました。

尚、引き続き、敷地・建物の提供をしていただく

ことになっています。

渡辺貞之さんへの感謝の会を開催

12月22日(日)もちづくりの手伝い&クリスマス会

をしました。

もちづくりの手伝いをクリスマス会の前にしまし

た。自分達が食べる分のもちつきと、慣れない手つ

きで一生懸命もち丸めをしました。

皆でメッセージカードを作り、おもちのお届けも、

挨拶の仕方を練習して頑張ってくれました。

クリスマス会は、ビンゴゲームをして、

おやつやドーナツを食べました。

楽しい思い出になったらいいなと思い

ます。

つどいバス待ち室の大掃除

５、６年生で、いつもバス待ちの時に利用させていただいているつど

いを、日頃の感謝をこめて、大掃除をしました。

自分たちで役割も決めて、自主的に掃除に取り組み、手が冷たくても

がんばりました！ 子供育成会副会長 作野雅美

もちづくり&子供会クリスマス会

退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞

１区２班 渡辺貞之 西町152

４区４班 荒木 榮 東町3-5

お世話になりました

クリスマス会を行いました

保護者から書き方を教
わり、心を込めてメッセー
ジカードを作りました

つどいバス待ち室の大掃除

利用者から感謝の気持ちとして花が贈られました

事故が起きないように安全第一
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とんどさん・新年会【町づくり部】

日程：１月１２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(セルフでお願いします。)無くなり次第終了

●新年会

時間：16:00～18:00 時間が昨年とは違っています。

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、８日までに事務局に連絡をお願いします。

★令和元年の東西町を振り返ります。

★川柳大会を行います。お題は当日会場で発表

１人１作品、出席者の作品を投票で選び、票の

多かった作品上位３名に記念品を贈呈します。

着物着付け講習会・初釜【人づくり部】

日時：１月１８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：初釜１名100円・着付け無料

申込締切：１月14日(火)

健康講演会【福祉部】

日時：１月２５日(土)13:30～14:30 (受付13:00～)

場所：つどい

内容：演題「眼科外来でよく見られる病気」

講師：さいはく眼科クリニック院長 瀬戸川 章様

スキー&スノーボード教室【人づくり部】

日時：２月２日(日)今年は日曜日です

10:30コミセン出発

場所：いぶきの里スキー場(岡山県新見市)

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：先着20名

1月14日(火)までに申し込んでください。

レンタル申込書は事務所玄関外に置いています。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

第66回日本伝統工芸展に鳥取県から４人が入選。

その中に２区５班の竹内友夏さんが入っておられま

す。

日本伝統工芸展が開催された島根県立美術館では

入り口の 初に作品が展示してありました。

染めた経糸(たていと)を１本ずつ織り上げて模様

を生み出す織物「経絣(たてがすり)」。緯糸(よこ

いと）だと「緯絣」。

竹内さんの作品は、経糸も緯糸もそれぞれ染めて

交差させる「経緯絣」は

高度な技術が求められる

ようです。

入選作は、長さ14メー

トル。木綿経緯絣着尺(も

めんたてよこがすりきじゃ

く)。かつて映画で見た場

面をイメージしてデザイ

ンされ、約１年かけて織

られたそうです。

12月13日(金)山茶花の会３名で冬に向けた西町バ

ス停花壇の植え替えと整備を行いました。

以前から花壇部分が斜面になっていて水やりが大

変でした。今回、土留と盛土をして水平な土地にし

ましたので、これで水やりも楽になります。

花はビオラや葉牡丹

等冬の花に植え替えを

しました。

トピアリーの側に完

成図のトトロを表示し

ています。完成までは

もう少しか

かりそう

ですが、

楽しみに

お待ち下

さい。

東西町の芸術家紹介

西町バス停花壇の植え替えをしました

花壇も夏から冬へ衣替えです

竹内友夏さんと
入選作品の端切れ

斜めだった花壇が測量や整備でほぼ水平に
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等冬の花に植え替えを

しました。

トピアリーの側に完

成図のトトロを表示し

ています。完成までは

もう少しか

かりそう

ですが、

楽しみに

お待ち下

さい。

東西町の芸術家紹介

西町バス停花壇の植え替えをしました

花壇も夏から冬へ衣替えです

竹内友夏さんと
入選作品の端切れ

斜めだった花壇が測量や整備でほぼ水平に
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会報まち１月号
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。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。

昨年は５月に元号が「令和」に変わり、新たな時代が始まる年になりました。東西町地域振興協議会が

発足してから丸12年が過ぎました。これからの10年、20年先を見据えた地域づく

り計画書を作成するために、地区在住の方を始めとして、小学生、10代から40代

の転出者そして障害者施設の方にもアンケートやヒアリングを実施しました。

高齢化は進みますが、新たに当地区に移住されてこられる方も増えています。

身近な困り事を自分の事ととして一緒に解決する意識の熟成や、持続する地域づく

りを今年も進めて行きたいと思います。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。

令和元年も終わろうとしている年末の押し迫った12月22

日(日)に令和になり初めての赤い羽根共同募金助成事業の

歳末福祉もちづくりを行いました。

当日は、山陰特有のどんよりした曇り空の下で少し肌寒

い日でしたが、風も無い中でもちつきを行い、子供達のメッ

セージを添えて無事お届けすることが出来ました。

子供達と一緒にお届けしたとき、大変喜ばれ、子供達に「ありがとう」など感謝の言葉

をかけていただいたときは、自分にもお礼を言われたような気持になり、もちづくりに

携わって良かったと思いました。

実行委員、子供育成会、中学育成会

の皆さまには、年末の日曜日にも関わ

らず大変お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

実行委員長 野口昭男

歳末福祉のもちづくり

令和２年 年頭の挨拶

総勢７２名が携わった歳末福祉のもちづくりでした

つき手とこね手の
息もピッタリ？

中学生はパック詰めの
補助で活躍しました

笑顔で受け取られ感謝の
言葉を言われました

皆様にお世話になりましたアンケートやヒヤリングの集計と分析を終えました。

計画書作成に向けての進捗状況や予定は次の通りです。

１）第１回検討委員会：12月23日（月）各部や各会等の代表者による検討会

２）第２回検討委員会：１月13日（月・祝）同上委員による検討会

３）住民との意見交換会：１月下旬から２月上旬

※鳥取大学と連携し進めているため、上記のいづれの会にも鳥取大学の

竹川先生と東根先生が同席されます。

４）計画書作成・印刷：３月末を予定

第３期地域づくり計画書作成の進捗状況

鳥大で竹川先生、東根先生と
打ち合わせをしました

布で作った鏡餅と
干支の「子」

日 曜日 １月の予定表
1 水

2 木

3 金

4 土 銭太鼓

5 日 写真/万寿会ゴミ拾い

6 月 つどい100体/布とあそぶ

7 火 男のクッキング

8 水

9 木 習字

10 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

11 土 そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

12 日 ＜とんどさん・新年会＞

13 月 ＜地域づくり計画書作成検討委員会＞　 万寿会役員会

14 火 ４区サロン

15 水 ３区サロン

16 木 笑いヨガ/習字

17 金 コミセン100体

18 土
＜着物着付け講習会・初釜＞　 運営委員会
銭太鼓/低山会/ソフトバレー

19 日 マージャン

20 月 つどい100体/布とあそぶ

21 火

22 水

23 木 地域円卓会議/習字

24 金
コミセン100体
       ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

25 土 ＜健康講座＞　銭太鼓/ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ

26 日 写真/2区2班会議

27 月 つどい100体/うたの会

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字

31 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

２月の予定
2 日 スキー＆スノーボード教室【人づくり部】

16 日 ボーリング大会
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スポーツ広場使用後は整備を！

多くの方に利用されている東西

町スポーツ広場ですが、グラウン

ドに跡が残るような利用の後には、

団体使用はもちろんですが、個人

でもグラウンド整備をお願いしま

す。東屋に配置してある用具を使っ

てください。

年始のお知らせ

ローズちゃん号：６日（月）から

井田鮮魚店：７日（火）から

わくわくショップ：２月から

野菜市：４月から

ごみ立ち当番復活か！！
分別ごみ立ち当番廃止

を試行して３年になります。

立ち当番を無くす条件は番地か名

前を明記することでした。

間違っていないと思っていても

誰にも間違いはあるものです。

残った物の処理が大変です。

マジックも配布していますし、倉

庫にも置いてあります。最近、無

記入の物が増え、記入してないも

のに限って引き取ってもらえず残っ

ています。このままで行くと、ま

た、立ち当番を復活することも考

えなくてはいけません。我が事で

す。ご協力をお願いします。

新年度の広報

東西町はいろいろ

な方々に支えられて

町づくりをおこなっ

ています。その方々にスポット

を当てて、ご紹介や声を会報

「まち」に掲載したいと思って

います。

ご協力をお願いします。

年始の事務業務について

事務業務始めは
1月6日(月)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6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


