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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       

  年度各組織総会 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２５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８日

春 祭 り ス イ ー ツ 作 り

（食とお手伝い）更生保護

活性化センター 小学生（１～６年）

親子参加歓迎

３
７月 6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

４
8月１7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
10月 5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

６
11月１４日

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

（奉仕の心）

総 合 コ ロ ニ ー

ボランティア

小学生

３～６年生

７
11月 24日

ユニホッケー（ニュースポーツ）

スポーツ推進委員

東沢小体育館 小学生３～6年）
親子参加歓迎

８
1２月２１日

わら細工（しめ縄飾り）

（しめ縄飾りの作成）老クラブ

東沢活性化

センター

小学生

（1～6年）

９
１月１１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

センター横

小学生（1～6年）
農協青年部

10
２月８日

デザート作り＆なめこ植菌

（食育・地産地消）

東沢地区交流

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「童謡

には秘密がいっぱい・はて？」

講師：合田 道人 氏

  月下旬 移動学習(場所未定)

10/１７講演会 演題「わっはっはっ

でストレス発散」

講師：大葉 由佳 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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東沢テーマソングＣＤ全戸に配布

ＣＤの袋にも書いてあるように東沢地区協働のまちづくり推進会議の「東

沢地区テーマソングプロジェクト」により、川西町地域おこし協力隊の塗貴

旭が作詞・作曲し、東沢地区中山間農地管理組合のご協力により制作するこ

とが出来ました。

また、内容につきましては、地区のまちづくりにおける標語である「食と

自然とあたたかさ」をテーマとし、東沢地区の PR活動を含め、3年間、川西
町東沢地区で過ごした思いを込めて制作しました。遠く離れた場所から故郷

を思い出す、都会にはない人のあたたかさを表現した曲です。

是非、親しみを持って聴いていただければ幸いです。

＜解説＞

あの場所を思い出す  川西町・東沢地区

そっと自然な横顔の  自然が豊かな山形県の形が、人の横顔に似ている

南にある「夢の里」  県南にある置賜地方、「夢里」

この風あの人のぬくもり届けてくれる  東沢の人柄のあたたかさ

遠く離れた青空に  東沢の豊かな自然

懐かしい白い雲  ふるさとを思い出す

帰ってきたよもう一度  山村留学での交流

過ぎゆく季節の中  四季

明日を知らせてくれる  明るく活発な地域活動

そして、今日も、この場所で  いつまでも、お元気で！感謝を込めて

＜東沢地区テーマソングプロジェクト＞

作詞・作曲： 塗貴旭

録音： 塗貴旭（ は     年「新春の集い」にて）

演奏 ： うた 少女  （スペシャルゲスト）  その他 塗貴旭

演奏 ： 塗貴旭

演奏 ： うた 浜田玲（川西町地域おこし協力隊） うた＆ギター 塗貴旭

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 佐 木勇司

組 長 小方孝則 酒井俊正 大木忠晃 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 大亀浩秋 工藤秀樹

部落公民館長 大木 満 峯田徳志 長嶋幸治 中山宗隆 金子清喜 平間与一

福祉活動協力員 大木 満 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 伊藤礼子 長嶋幸治 本間玲子 佐 木悦子 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

副会長

幼稚園保護者会

 美郷幼稚園 会 長

  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

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】

4/15（火）狂犬病予防注射Ａ10：50～11：50

4/16（水）山村留学協力会第１回委員会Ｐ7：00～

4/20（日）交通安全母の会総会Ｐ5：30～

4/25（金）６次産業相談会Ｐ1：00～

4/26（土）授業参観・ＰＴＡ総会

4/27（日）協働のまちづくり推進会議総会 ＰＭ1：30～

5/03（土）川西町成人式 Ａ10：30～

5/11（日）運営委員・隣組長合同会議 Pm4:30～

  年度役員 方々 一部変更     年度下記 方々 変     

自治会長 初 多  方々  年目     各組織 役員 方々 一部

新          年度      願    ！！


