
今年は２年に一度の改選年にあたり、各部落総会・各組織での総会にて以下のみなさんが新役員に選任されました。

令和３年度東沢地区協働のまちづくり各種事業運営にお力添えのほど、ご協力をよろしくお願いいたします。
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小方 慶彦
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衛生組合長 兼 健康推進委員 嶋倉 武志 沖 野 誠 竹田 浩徳 竹田 一憲 佐々木 明 工藤 祐介

部落公民館長 川 崎 弘 佐藤 幸吉 竹田 晴人 森谷 正弘 佐々木 弘幸 工 藤 勉

福祉活動協力員 川 崎 弘 木村 昭和 竹田 晴人 森谷 正弘 佐々木 弘幸 工 藤 勉
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東沢地区小中学生保護者会 （ 総 会 ま で に 決 定 ）

消防団 分団長 髙橋 秀典 （奥田下） 副分団長 佐々木 英之 （大舟下）

ＪＡ青年部 支部長 後藤 慶成 （奥田下） 副支部長 大木 義和 （大舟上）

きららクラブ末広会 会支長 渡部 知久平 （大舟中） 副 会 長 沖野 廣美 （大舟中）

米沢地区交通安全協会東沢支部 支部長 伊藤 良則 （大舟中） 副支部長
竹田 浩徳

小方 啓一

（大舟下）

（奥田上）

すっかり春めいて参りました。地域の皆様には、新年度を迎えお忙しい日々をお過ごしの

ことと存じます。

この度、佐々木和憲センター長がご勇退なされ、その重責を担うこととなりました阪野です。

３月まで大舟上自治会長としてお世話になりましたが、地区の事業等についてはまだまだ不

勉強であり、一から学び直し少しでも前任者に近づけるように努力していく所存であります。

皆さん、どうか気軽にセンターへお茶のみにお立ち寄りいただき、いろいろな話をお聞かせ

ください。

コロナ禍の中、昨年度の事業はほとんど実施がかないませんでした。ワクチン接種が進ん

でいますが、全体に行き渡るには相当な期間を要するようであり、収束の時期は残念ながら

見通せません。引き続き様々な制約を受けた中での活動となりますが、皆様のご指導・ご協

力を賜りながら努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

東沢地区交流センター長 阪野 正則

４月１日より東沢地区交流センターで勤務することになりました。わからない事ばかり

ですが、ひとつずつしっかり覚えていきたいです。また、地域の方とも名前と顔が把握で

きるよう、交流を深めていきたいです。ぜひ、交流センターにいらしてください。よろし

くお願いします。 臨時職員 齋藤 繭子

４月より事務局長の職に就く事になりま

した佐々木です。事務局員として６年間勤め

てまいりましたが、これからは局長として地

区の皆様のお役にたてます様精進して参り

ます。以前と変わらぬご指導、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

事務局長 佐々木 英之

昨年度までの４年間臨時職員として東沢

地区のお手伝いをさせていただいておりま

した。まだまだ若輩者のため、皆さまの力を

お借りすることもあるかと思いますが、今後

とも温かいご指導・ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。

事務局員 片倉 麻衣
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４月１日より東沢活性化

センターが『東沢地区交流セ

ンター兼東沢活性化センタ

ー』に変更されました。今後

送付する案内等について、場

所の表記を『東沢活性化セン

ター』としたものはすべて

『東沢地区交流センター』と

なりますので、お間違いのな

いようご注意ください。

大舟郵便局の山口喜吉局長が図案した東沢地区オリジナル

風景印が、４月９日より開始されました。川西町の花『ダリ

ヤ』の花びらを外枠に、『旧須貝邸』と東沢自然学習園の日本

一小さい『ハッチョウトンボ』が描かれているオリジナルデ

ザインとなっています。大舟郵便局からの発送限定ですので、

はがきを発送する際はぜひご利用ください。

４月１日より寒河江警察署から玉庭駐在所へ赴任

されました。長年にわたり刑事課でお仕事をされ、

初めての駐在所勤務とのことです。今後、東沢地区

の様々な事業でもお世話になります。

4月 19 日（月） 狂犬病予防注射

4月 24 日（土） 東沢地区協働のまちづくり推進会議

令和３年度 総会

5月 17 日（金） 事務局員会

5月 10 日（月） 民協定例会

介護予防実行委員会

令和３年度東沢地区協働のまちづくり推進会議総会が行わ

れます。先日、運営委員ならびに評議員の皆さまへご案内を

郵送いたしました。ご多忙中とは存じますが、ご出席いただ

きますようお願い申し上げます。

日 時 令和３年４月２４日（土） １３：３０～

場 所 東沢地区交流センター 多目的ホール

今年も山形新聞、山形放送主催の『山新おしどり金婚さん』

の顕彰事業が行われます。結婚して 50 年になるご夫婦の人生

を祝福し、お二人の名前を刻んだ盾（レリーフ）をお贈りし

ます。東沢地区では 9月に行われる敬老祝賀会にて、山形新

聞社の職員さんより席上で贈呈されます。申し込み等は、下

記のとおりです。

対 象 1971（昭和 46）年に結婚されたご夫婦。または

結婚されて 50 年が経過し、これまでに顕彰を

受けていないご夫婦。

申込方法 東沢地区交流センター（ 48-2079）までご連

絡ください。

受付期間 5月 20 日（木）締め切り

農村公園の松の木を

後藤昌弘さん（奥田下）

に剪定をしていただき

ました。すっきりとし

た姿で新年度を迎える

ことができました。お

忙しいところありがと

うございました。

令和３年度もスマホ教室を開催予定です。農繁期や新型コ

ロナウイルス感染症の状況により、中止や延期となることが

ありますので、参加される方は開催日前日まで東沢地区交流

センターへご予約ください。

◎５月１２日（水） １０：００～１２：００

忘れ物防止に！脳トレアプリで遊んでみよう♪

◎５月２６日（水） １０：００～１２：００

スマホで撮った写真で

ポストカードのデザインをしてみよう♪４月３０日（金）は東沢地区協働のまちづくり推進会議

総会の振替のため、終日休館とさせていただきます。ご

了承ください。貸館は通常通り行いますので、ご利用さ

れる方は４月２８日（水）まで施設利用申請書の提出を

お願いいたします。
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宏巡査部長です！

今年度も川西町地域おこし協力隊の

鈴木まどかさんを講師に開催します。


