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         年度 

各組織 協力    御願   
  年度 各組織 協力   多種多様 行事 行 事       

今年 各組織総会 季節      年度同様各組織  協力      願

        年度 行  主 行事 

No. 実 施 日 内 容 場 所 対象者

１
5月２６日

魚つり

（自然の学習）PTA
中山さんの

堤

小学生(１～6年)
親子参加歓迎

２
６月９日

フルーツポンチ作り

（食とお手伝い）更生保護

活性化センター 小学生（３～６年）

親子参加歓迎

３
７月７日

グラウンドゴルフ大会（G・
G愛好者と小中学生の交流）

川西 G・ G場
G・ G愛好会

小学生(1～6年)
親子参加歓迎

４
8月１８日

東沢地区夏祭り子供ゲーム大

会（親子一緒の夏祭り）

東沢小体育館 小学生全員

５
９月

スポーツ吹き矢

（ニュースポーツ）スポ推

東沢活性化

センター

小学生親子

申し込みなし

６
10月 13日

グラウンドゴルフ大会（G・
G愛好者と小中学生の交流）

川西 G・ G場
G・ G愛好会

小学生３～６

年）親子参加歓迎

７
11月

ボランティア活動（奉仕の心）

院内感染防止のため中止

かがやきの丘

ボランティア

小学生

３～６年生

８
12月 17日

わら細工（しめ縄飾り）

（しめ縄飾りの作成）老クラブ

東沢交流

センター

小学生 1～6年）
親子参加歓迎

９
1月 １２日

雪中かるた 夢里ヤング班

（冬にまけない体作り）

東沢活性化

センター前

小学生

（1～6年）

10
２月 ９日

餅つき

(食育・地産地消）
東沢活性化

センター

小学生（1～6年）
農協青年部

    大学学生募集中   
ただいま川西町ゆうゆう大学の東沢学部学生を募集中です。町報にも載って

いるように地区内在住の ６０歳以上の方なら年間１５００円の会費(旅行は
別途)で、町や地域での盛りだくさんのイベントに参加できます。老人クラブ
に加入していない人も入学できますのでお気軽にお申し込みください。

お申し込みは地区交流センターまで会費を添えてお申し込みください。

東沢地区    大学  年度事業計画 予定 案

東沢学部 回 開催月日 学習内容  川西町          

東沢   月中旬 楽しい花壇づくり(センター周辺)

5/２２開講式・講演会 演題「笑い

は、人の心を拓く」

講師：三遊亭 亜郎 氏

  月下旬 移動学習(場所未定)

10/１５講演会 演題「楽しく、笑え

るリズム☆体操～」

講師：登内 千恵 氏

   月中旬 映画鑑賞(ワーナーマイカル予定)

   月上旬 映写会及び閉校式・反省検討会
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被災地 小物入 袋 贈 
東日本大震災  ２年経過をし、今なお復興の目度が立たない地に、早期

復興を願って、老人クラブ末広会の会員・遠藤利子さん（大舟下）が、本人

手製の小物入れ袋（３０ヶ）を贈りました。

このことは、すずらん歌謡会（小松）が、福島県新地町の応急仮設住宅地に

激励訪問することを耳にし、その機会を通して善意を贈り、応援をしたもの

です。遠藤さんには毎年収穫感謝祭にもいろいろな縫い物や手芸品などを展

示していただいています。自分の特技をいかして被災地にもなんらかの手助

けをすることはすばらしいことだと思います。１日も早い被災地の復興を願

うばかりです。

大舟上 大舟中 大舟下 奥田上 奥田中 奥田下

自治会長 大木 満 峯田徳志 遠藤修一 組 中山宗隆 佐 木勇司 鈴木重憲

組 長 小方孝則 酒井俊正 金子正人 中山宗隆 緒形雄一 平間智和

丸山憲昭 齋藤正裕 諸橋幸郁里 小方公夫 大亀浩秋 中村洋之

嶋倉富夫 後藤昭一 吉村広喜 高橋正治 工藤秀樹

大木義孝 小方昌弘

衛生組合長兼健

康推進班長
大木義孝 酒井俊正 吉村広喜 高橋正治 緒形雄一 工藤秀樹

部落公民館長 齊藤耕司 峯田徳志 長嶋幸治 中山宗隆 金子清喜 平間与一

体育祭団長 齊藤耕司 小方昌弘 遠藤修一 高橋正治

福祉活動協力員 齊藤耕司 木村昭和 長嶋幸治 中山宗隆 金子清喜 平間与一

事業推進員 男性 太田和義 木村昭和 大木優一 高橋昌之 佐 木伸治 鈴木英昭

女性 齋藤和子 笹川栄子 長嶋幸治 本間玲子 緒形節子 鈴木美枝子

東沢小学校    会長

副会長

副会長

中学生保護者会 会 長 高橋昌之

副会長 中山宗隆

保育所保護者会

 美郷幼稚園 会 長 佐 木満樹

  青年部 支部長 工藤匡雄

副支部長 後藤慶成

事務局長 工藤祐介

消防団 分団長 佐 木一孝

副分団長 齋藤 亨

老人   大舟末広会 小方信一

百  会 後藤 勤

米沢地区交通安

全協会東沢支部

支部長 山口紳一

副支部長 後藤正志 平間与一

【今後の会議・事業予定】

4/16（火）狂犬病予防注射Ａ11：05～11：40

4/19（金）中学生保護者会総会Ｐ7：00～

4/21（日）協働のまちづくり推進会議総会

ＰＭ1：30～

4/26（金）6 次産業相談会 Ｐ1：00～

4/27（土）東沢小学校ＰＴＡ総会 Ｐ3：00～

5/03（金）川西町成人式 Ａ10：30～

5/07（月）夢里創造研究所 Pm7：00～

5/10（金）協働のまちづくり運営委員会 Ｐ7：00～

5/12（日）運営委員・隣組長合同会議 Pm4:30～

  年度役員改選 下記 方々 東沢 役員 選     

自治会長 立替 共 各組織 役員 方々 新        任期 年 

方 居    思    多  方々  年間     願    ！！


