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　令和5年癸卯（みずのとう）歳の睦月、東自治振興区内の19の各地区では、新春の伝統事業「とんど」が行われました。　令和5年癸卯（みずのとう）歳の睦月、東自治振興区内の19の各地区では、新春の伝統事業「とんど」が行われました。
　コロナ終息、家内安全、無病息災、五穀豊穣、などの願いを込めて開催となりました。毎年、各地区では休耕田　コロナ終息、家内安全、無病息災、五穀豊穣、などの願いを込めて開催となりました。毎年、各地区では休耕田
をお借りしたり、空き地を利用してとんどを行っています。朝早くより、山から竹を切り出して準備をし、立派なやぐをお借りしたり、空き地を利用してとんどを行っています。朝早くより、山から竹を切り出して準備をし、立派なやぐ
らが出来上がりました。らが出来上がりました。
　コロナ感染防止対策を講じながら、少人数、短時間ではありましたが、世代間交流の貴重なふれあいの場となり、　コロナ感染防止対策を講じながら、少人数、短時間ではありましたが、世代間交流の貴重なふれあいの場となり、
皆様それぞれ懇親を深められました。� （生涯学習部）皆様それぞれ懇親を深められました。� （生涯学習部）

三日市二区自治会三日市二区自治会　祇園サロン住宅内公園（玉川公園）　参加者：27人　祇園サロン住宅内公園（玉川公園）　参加者：27人

三日市三区自治会三日市三区自治会　鳥落池跡付近　参加者：60人　鳥落池跡付近　参加者：60人

小さなとんどでも 大きな絆!!小さなとんどでも 大きな絆!!

皆様で安全を祝う皆様で安全を祝う

「とんど」19の地域で厳かに開催される「とんど」19の地域で厳かに開催される！！世代間交流事業

わしらが地域の を見てみんさい～①「 「
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わしらが地域の を見てみんさい～②「 「

戸郷自治会戸郷自治会　戸郷集会所下付近　参加者：24人　戸郷集会所下付近　参加者：24人

三日市二区自治会　栄町班三日市二区自治会　栄町班　栄町公園　参加者：14人　栄町公園　参加者：14人

上原南区　サンハイツ上原上原南区　サンハイツ上原　住宅内空地　参加者：15人　住宅内空地　参加者：15人

三日市二区　上組班三日市二区　上組班　枡形神社境内　参加者：20人　枡形神社境内　参加者：20人上原南区　隠地班　上原南区　隠地班　隠地集会所　参加者：27人隠地集会所　参加者：27人

田原自治会田原自治会　上田原田園付近　参加者：24人　上田原田園付近　参加者：24人

掛田自治会掛田自治会　掛田下集会所　参加者：24人　掛田下集会所　参加者：24人

七塚西区自治会七塚西区自治会　七塚西多目的集会所　参加者36人　七塚西多目的集会所　参加者36人

みんな頑張れ、コロナに負けるな!!みんな頑張れ、コロナに負けるな!!

無病息災を祈願無病息災を祈願

コロナ終息を願う！コロナ終息を願う！

コロナの早期終息を願って！！コロナの早期終息を願って！！元気に過ごせるように！！元気に過ごせるように！！

無病息災を祈願無病息災を祈願

3年ぶりのとんど！！3年ぶりのとんど！！

一致団結を感じるとんど一致団結を感じるとんど
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わしらが地域の を見てみんさい～③「 「

市自治会　市下組班市自治会　市下組班　市町構造改善センター　参加者：40人　市町構造改善センター　参加者：40人

上原南区　林正班上原南区　林正班

林正集会所付近　参加者：18人林正集会所付近　参加者：18人

上原一区　南後迫班上原一区　南後迫班　住田様宅付近　参加者：23人　住田様宅付近　参加者：23人

七塚東区自治会七塚東区自治会

中原集会所付近　参加者：51人中原集会所付近　参加者：51人
上原南区　高丸班上原南区　高丸班

高丸集会所付近　参加者：8人高丸集会所付近　参加者：8人

上原一区　江木班上原一区　江木班　　中組集会所付近　参加者：15人中組集会所付近　参加者：15人

上原一区　下元組班上原一区　下元組班　下元組集会所付近　参加者：15人　下元組集会所付近　参加者：15人

上原南区　熊野班上原南区　熊野班　田邉様圃場　参加者：10人　田邉様圃場　参加者：10人

三日市一区　北後迫班三日市一区　北後迫班　北後迫老人集会所付近　参加者：28人　北後迫老人集会所付近　参加者：28人

一年間の無病息災を祈念一年間の無病息災を祈念

五穀豊穣と無病息災を祈願五穀豊穣と無病息災を祈願

家族の健康を願って！！家族の健康を願って！！

コロナ終息とコロナ終息と

無病息災を願って無病息災を願って

コロナ終息とコロナ終息と

無病息災を願って！！無病息災を願って！！

今年も良い年でありますように！！今年も良い年でありますように！！

地域の飛躍と安全を願う地域の飛躍と安全を願う

コロナ終息を祈願！！コロナ終息を祈願！！

子どもたちより元気をもらいました子どもたちより元気をもらいました



文化教養部主催

フォトコンテスト審査結果フォトコンテスト審査結果

● フォトコンテスト入選作品 ●

『あなたが残しておきたい『あなたが残しておきたい
　　　　ふるさとの写真』　　　　ふるさとの写真』

　　  フォトコンテスト募集要領
目　　的：あなたが再発見した東地区（自然写真、人

物写真、人工物写真などジャンルを問わな
い）で、あなたが残しておきたいふるさと
の写真

募集期間：令和4年8月1日（月）から12月30日（金）迄
応募要件：応募者（撮影者）は東自治振興区民、応募

写真は東自治振興区内で撮影されたものである
こと。

　　  フォトコンテストに向けて文化教養部の取り組み
「近所を絶景に魅せる写真の撮り方」をテーマに写真講
座を実施
写真講座①入門編（机上講習）令和4年6月18日（土）
写真講座②実技編（備北丘陵公園）令和4年10月1日（土）
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　フォトコンテスト審査会が、令和５年１月20日（金）東自治振興センターで　フォトコンテスト審査会が、令和５年１月20日（金）東自治振興センターで
立花敏之氏の審査指導のもと、文化教養部選任の審査員によって行われました。立花敏之氏の審査指導のもと、文化教養部選任の審査員によって行われました。
　審査員の皆さんからは、作品がどれも力作揃いで、選考には一苦労されてい　審査員の皆さんからは、作品がどれも力作揃いで、選考には一苦労されてい
ました。ました。
　選考の結果、入選作品５点が決まりましたのでお知らせいたします。また、　選考の結果、入選作品５点が決まりましたのでお知らせいたします。また、
作品は東自治振興センターに展示しています。� （文化教養部）作品は東自治振興センターに展示しています。� （文化教養部）

【春色の駅舎】妙田　俊二 【水鏡】山岡　隆信

【コウノトリが来た】土屋　詔二 【コスモス】在本　功夫

【光の柱】田辺　靖雄



東 小 学 校 の東 小 学 校 の
ふれあい体験学習ふれあい体験学習 女性部 ゲストティーチャーとして活躍女性部 ゲストティーチャーとして活躍

『本の読み聞かせ』2年生（1限目）

２年生（２限目）１年生（３.４限目） 　『昔の遊び体験』

あやとり

ビー玉ビー玉

めんこめんこ

おはじきおはじき

こま回しこま回し

ケン玉ケン玉

！！
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　２月２日（木）、比較的暖かい日、私達は東小学校１．２年生対象のふれあい体験学習に参加しました。昨年　２月２日（木）、比較的暖かい日、私達は東小学校１．２年生対象のふれあい体験学習に参加しました。昨年
12月の予定がコロナ禍で延期になりこの時期になったものです。12月の予定がコロナ禍で延期になりこの時期になったものです。
　２年生は民話作家の、おかの�しげる�さんを講師に二作（鬼のちからくらべ）（永明寺の猫）の映像を観ながら　２年生は民話作家の、おかの�しげる�さんを講師に二作（鬼のちからくらべ）（永明寺の猫）の映像を観ながら
女性部が読み聞かせをしました。女性部が読み聞かせをしました。
　その後は２年生、続いて１年生と昔の遊びで触れ合いました。コマ回し・けん玉・メンコ・ビー玉は老人部の皆　その後は２年生、続いて１年生と昔の遊びで触れ合いました。コマ回し・けん玉・メンコ・ビー玉は老人部の皆
さんの力も借りて、おはじき・あやとりと昔取った杵柄で想いを馳せながら１日可愛い子どもたちと触れ合いました。さんの力も借りて、おはじき・あやとりと昔取った杵柄で想いを馳せながら１日可愛い子どもたちと触れ合いました。
又、低学年ながら一芸に秀でた子どもさんもあり驚きの場面もありました。� （女性部）又、低学年ながら一芸に秀でた子どもさんもあり驚きの場面もありました。� （女性部）

　最後に、おかの�しげる�さんから宿題が出ました。
鬼はなぜ、つのが生えているの？
鬼はなぜ、トラの模様のパンツをはいているのかな？
　考えてみてね！！

なかには手慣れた人もいました

よーくねらって！

結構腕力があるね

最高74個獲得!!

糸を蒔くのが難しんよね

なかなか凄腕がいました！
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　 今月は、久々に6ページの発行です。新春の「とんど」
の様子や東小学校児童との交流などを掲載して、東地
域ではコロナ感染防止対策を気にしながら、少しずつ

ではありますが活動が戻り始めているように感じます。
　令和5年こそ、いろいろな活動を通し人と人との“ふれあい”が
戻ることを願っています。

編集
後記

人 口
男
女
世帯数

3,693� －4
1,784� －8
1,909� +4
1,781� －1

（R4.12.31）

振興区の人の動き

◎そろばん教室◎

◎卓球同好会◎

2月21日　東小学校ふれあい体験学習（社会福祉部）
2月21日　体育部理事会
2月25日　わくわくノルディック（女性部）
2月27日　総務部　部会
2月28日　青年部　部会
3月  1日　地域活性化推進会議
3月  2日　定例自治会長会議
3月  3日　編集委員会（だより196号）
3月  7日　社会福祉部　部会
3月  8日　生涯学習部　部会
3月  9日　避難所開設訓練（国営備北丘陵公園北口）
3月  9日　女性部役員会
3月10日　豆腐づくり講習会（10回目）
3月10日　文化教養部　部会
3月13日　産業振興部　部会
3月14日　環境部　部会
3月15日　振興区役員視察研修

振興区のうごき （2月20日～3月20日）

１月の活動（依頼相談２件）

○家屋周辺の雪害による倒
木の処理  （1件）

○トイレの水漏れ　 （1件）　　    　

生活の中での困りごとは
東自治振興センターへご相談ください！

（☎72-2854）

依頼内容

残念ながらお断りした事例

おまかせネット東おまかせネット東

ご芳志ありがとうございました。
東自治振興区の活動資金として活用させていただきます。

お く り も の香典返し
上原町　加川　勝彦 様（故母  加川　ミサオ 様）

見舞返し
上原町　神谷　芳則 様
上原町　福永　隆夫 様
田原町　新枝　正和 様
田原町　新枝マツ子 様

3500

4,013

2,090

1,923

1,766

人口（人） （男女世帯別）

人口 女 男
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

1500

世帯

2000

2500

人口推移表（H25〜R4同月）

おめでとう！赤ちゃん

◆ 生涯学習教室の紹介 ◆

【住民基本台帳登載人口】前年同月比

東地区�12月の出生数1名

　２月３日(金)、豆まき会では、豆まきの歌や鬼のパンツ
の歌を歌ったり、節分の由来についての話やクイズ、自
分たちで作ったお面の紹介などをしました。そして鬼さ
んからの「遊びに来たよ～」の声で豆まきがスタート！！
鬼さんの登場に、大泣きで保育者の後ろに隠れて豆を
まく子や怖がりながらも一生懸命鬼をめがけて豆をまく
子など、自分たちの中にいる鬼を追い出していました。
春の訪れを
子どもたち
と感じて過ご
していきたい
と思います。

【教室情報】
開催日：第1.2.3（4）月曜日�月３回�16時30分〜18時
会���場：東自治振興センター　図書室
　そろばん教室は現在４名の生徒で学んでいます。
　子どもたちのさまざまな能力を向上させ、学ぶ喜び
を感じ、自信を持つことができればと思います。
　小学生から始められます、一緒に学びませんか？
　生徒さんを募集しています。

【教室情報】
開催日：第１.３火曜日　月２回　14時〜16時
会���場：東自治振興センター　２階会議室
　卓球同好会は、会員５名で、10分間ずつ打ち合い
をしたり、楽しく汗を流すことを心掛けながら、なご
やかに頑張っ
ています。興
味のある方は
覗いてみて下
さい。

おまかせネット東

協力者募集中協力者募集中
東自治振興センター  ☎72-2854

七塚保育所

三日市保育所

鬼は～外！ 福は～内！鬼は～外！ 福は～内！

　みんなで鬼退治 !!　みんなで鬼退治 !!

生涯学習部 青少年健全育成事業　社会福祉部

※東自治振興区は青少年健全育成事業として子ども会・スポーツ
少年団・保育所等の活動を支援しています。


