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  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

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

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

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

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

ボランティア活動（奉仕の心）

ボランティア会

かがやきの丘 小学生

３～６年生

６
10月

グランドゴルフ大会（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年生

７
11月

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

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

方言かるた 夢里ヤング班

（冬にまけない体作り）

東沢活性化 小学生（1～6年）
農協青年部

10
２月

餅つき＆フルーツポンチ作り

（食育・地産地消）ＪＡ青年部

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    大学学生募集中      
今年も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 締 切  月 日 金 

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月 開講式・講演会

講師：めおと楽団 ジギジギ

  月下旬 移動学習(場所未定)

１０月 講演会

講師：友近８９０ 氏

（ともちかやっくん）

   月中旬 映画鑑賞(イオンシネマ予定)

   月上旬 映写会及び閉校式・反省検討会

           年度 

各組織 協力 宜   願    
此の度、東沢の地域づくりに大きな功績を残されました渡部センター長の後任となり

ましたが浅学非才ですので皆様のご指導をお願い致します。

農村社会は厳しいところにおかれておりますが、東沢は先人の努力により自助・共助

の精神が醸成されております地域愛と自治の原点を基本に緑の丘に囲まれた「夢の里」

になることを目指します。

又、地域の皆さんとの協働によりお年寄りから子どもさんまで一人ひとりが安心して

暮らせるように、まちづくりを進めて参りますので皆様のご協力をお願い申し上げて、

ご挨拶と致します。

センター長 佐々木 和憲

ご 挨 拶
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東沢地区協働のまちづくり推進会議

平成２７年度総会

当初の予定では４月２９日となっておりましたが、その日は東沢小学校の

ＰＴＡ総会があるため５月２日に変更となりました。何かとお忙しい時期で

すが、評議員の方々は宜しくお願いいたします。

大舟上 大舟中 大舟下 奥田上 奥田中 奥田下

自治会長 小方孝則 小方瑞樹 竹田浩徳 小方公夫
会長

鈴木重憲

組 長 青木仁右衛門 酒井和広 須貝明彦 安部繁之 佐 木公平 後藤慶成

石崎公男 伊藤良則 遠藤和弘 本間伸也 山田秀幸 佐藤智弘

阪野正則 太田浩美 金子拓二 高橋昌之 佐藤善一

猪目 昭

衛生組合長兼健康

推進班長
阪野正則 太田浩美 遠藤和弘 未定 佐 木公平 未定

部落公民館長 小方久司 酒井和広 遠藤宣斐 高橋昌之 緒形雄一 高橋 宏

福祉活動協力員 小方久司 小方瑞樹 遠藤宣斐 高橋昌之 緒形雄一 高橋 宏

事業推進員 男性 嶋倉 久 佐藤幸吉 大木優一 登坂幸治 佐 木満樹 中村洋之

女性 嶋倉千代子 酒井裕子 遠藤宣斐 佐藤美由紀 佐 木弘子 高橋世里子

東沢小学校    会長 総会  未定

副会長 総会  未定

副会長 総会  未定

中学生保護者会 会 長 総会  未定

副会長 総会  未定

  青年部 支部長 佐 木哲也

副支部長 工藤祐介

事務局長 後藤慶成

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 平間与一

副支部長 伊藤良則 後藤正志

【今後の会議・事業予定】

4/16（木）実行組合長会 Ｐｍ1：00～

衛生部会 Ｐｍ6：00～

整備部会 Ｐｍ6：30～

防災部会 Ｐｍ7：00～

4/17（金）運営委員会 Ｐｍ7：00～

4/18（土）農地水 Ｐｍ5：00～

川西中学校保護者会総会 Ｐｍ7：00～

4/26（日）川西町議会選挙

4/29（水祝）東沢小学校ＰＴＡ総会

5/2 （土）東沢地区協働のまちづくり推進会議平成２７年度総会Ｐｍ1：30～

5/9 （土）ＰＴＡ早朝作業（東沢小学校）

平成  年度  各部落  役員   変     

新             新年度 宜   願       

      会員募集

東沢の方なら何歳の方でもかまいません。「やってみたい！」という方、

是非ボランティア会の一員となって活動をしてみませんか？

地区内の一人暮らしの方への訪問や地元の健康教室のお手伝いなど楽し

く行っています。はいりたい方は東沢交流センターまでご連絡下さい。

いつでもどうぞ！直接おいで下さっても結構です。

４８－２０７９（東沢交流センター）


