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平成 23 年 6 月 2 日発行 

法勝寺地区地域振興協議会総務企画部 

                    〒683-0351 

                       鳥取県西伯郡南部町法勝寺 341 番地 

                       TEL/FAX(0859)66-3121 

5 日（日） 7:00 町内一斉清掃   町内各集落 

8 日（水）19:30 生涯学習部体育部会  南部町公民館さいはく分館 

9 日（木）19:30 総務企画部会   南部町公民館さいはく分館 

 12 日（日） 7: 00 花壇整備   新法勝寺橋（三本木）たもと 

 12 日（日） 8:30 第 3 回ソフトボール大会  西伯小学校グラウンド 

 14 日（火）19:00 役員会    南部町公民館さいはく分館 

 27 日（月）19:00 ふれあい部会   南部町公民館さいはく分館 

 

 

第 3 回法勝寺地区ソフトボール大会 

 

日 時：6 月 12 日（日）午前 8 時 30 分 

場 所：西伯小学校グラウンド 

◆各ブロック 1 チーム以上 

◆チーム編成は自由 

◆ケガ防止のためスパイクは禁止

です。 

＊その他詳しい内容は生涯学習部

体育委員、または協議会事務局まで

お尋ねください。 

    

花壇整備にご協力ください 

 

ふれあい部では、今年も引き続きプ
ラザ西伯前、三本木橋たもとの花壇
整備をしていきます。草を取り、3
月と 8月には花を植える予定です。
今回は、すっかり伸びた雑草をきれ
いにします。地域の皆さまのご協力
をお願いします。 
 
日 時：6月 12日（日）午前 7時 
集合場所：三本木橋たもと花壇前 
持ち物：くわ、鎌など 
（道具は協議会でも準備します） 
 
 
 
 

応援に来てね！ 

生涯学習部 
ふれあい部 

2 月に確認した危険個所へ、総務企画部と西伯小学校 PTA 地域活動部法勝寺地

区の皆さんとで看板を設置しました。地域で守る子どもたちの安全にひと役かってくれ

ることでしょう。 

PTAの皆さんから感想をいただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察会～ブッポウソウを観に行こう！～ 

3 月に取り付けた巣箱にブッポウソウが入っ

てくれてるでしょうか？入居状況を確認に行

きます。（＾＾） 

日 時：7月 3日（日）8時 15分～ 

集合場所：南部町公民館さいはく分館 

持ち物：タオル、双眼鏡など 

服装：動きやすい服装、帽子、運動靴 

◆雨天決行 

◆協議会事務局までお申し込みください。 

生涯学習部 

地域で守ろう 子どもの安全  5月 22日（日） 

「子ども見守り強化区域」看板設置－総務企画部/西伯小 PTA(地域活動部 法勝寺地区)

― 

◆地域の皆さんが子ども

たちのことを真剣に考え

ていただいてることを嬉

しく思いました。 

◆とても目立つ看板を設

置することが出来て嬉し

く思います。 

◆普段あまり接すること

がない地域の皆様と一緒

に作業したことで子ども

たちを守ろうという意識

の高さを皆様が持ってく

ださる事が確認出来まし

た。 

通学路の見守り活動 

   どもを犯罪被害から守るためには地域全体で防犯パトロールや見守り活動をすすめる事

が大切です。 

●登下校の付き添いと見守り 

●散歩や買い物をしながらの見守り 

●パトロール活動による見守り 

登下校時における安全を確保

することが、犯罪被害を食い止

める上で非常に重要です。 

＜協議会パート職員の募集について＞ 
 
 1 名欠員により職員を募集します。 

【業務内容】＊法勝寺地区地域振興協議会の補助業務 

   ＊公民館利用受付、備品貸出受付等 

   ＊施設の清掃業務 

    ＊その他付随する業務 

【勤務時間】平日：17：00～22：00 

（ただし、夜間利用予約がない場合は 20：00 まで） 

      土日：①8：30～17：15 ②17：00～22：00 

（ただし、夜間利用予約がない場合は 17：15 まで）  

※シフト制（週 2～3 日） 

【賃 金】 夜勤（17：00～22：00）・・・時給 750 円 

日勤（8：30～17：15）・・・ 日額 5,800 円 

【締 切】6 月 10 日（金）協議会事務局までご連絡ください。 

 

＜お詫びと訂正＞ 

 
4 月の定期評議会において承認いただき
ました、平成 23 年度法勝寺地区地域振興
協議会予算につきまして訂正させていた
だきます。 
 
町 交 付 金 5,898,000 円 の と こ ろ を
5,889,000 円と計上しておりました。従い
まして、別紙予算書の通り（回覧）予備費
に 9,000 円を上乗せして予算を編成し訂
正いたしましたのでご承知いただきます
ようお願いいたします。 
  ※回覧をご覧ください。 

5 月 29 日に予定していましたグラウンド

ゴルフ大会は雨のため中止になりました。 

協議会だよりの名称募集！ 

 

毎月発行の協議会だより。この度、新
たな名称を募集します。法勝寺地区に
ふさわしく、親しみやすい名称を考え
てご応募ください。採用された方には
記念品を贈らせていただきます。 

●名称（その理由） 
●氏名 ●住所 ●電話番号を明記
の上 

6 月 20 日までに協議会事務局までお
寄せください。FAX、E メールでも受
け付けます。 

メール： 

sakura_hosshouji_1@yahoo.co.jp 

 
次号は 

7 月 7 日発行予定です。 

総務企画部 



小説の舞台は昭和３７年の法勝寺電車。 

高校生が小さな革命を起こそうと奮闘する青春物語です。 

作中には馴染みのある地名や方言が多数ちりばめられています。コトンコトン

というレールの音とともに当時の賑やかな人々の声が聞こえてきそうな作品で

す。懐かしみながら皆さんも読んでみませんか？ 

 

法勝寺電車特集 「法勝寺電車 三両目のキセキ」 本の紹介 

 図書館にもあるよ 

 

一枚の紙からハサミと糊を 

使って立体的な模型を作り出 

すペーパークラフト。 

写真は日野町根雨在住の升井 

英司さんの作品で、細かい所 

まで再現されています。法勝寺電車に馴染みのない

子供たちもこのペーパークラフトを通して法勝寺

電車に関心を持ってもらえたらいいですね。 

法勝寺電車のペーパークラフト 

 

法勝寺電車の写真展が開催されています。若

き日のあなたに出会えるかも 

日時：４月２９日～６月２０日（月） 

会場：南部町立「祐生出会いの館」 

開館時間：９：００～１７：００ 

     （入館は１６：４０まで） 

休館日：火曜日 

入館料：期間中無料 

～チンチン電車の走ったあのころ～ 

 

 

 

6 月 1 日より全ての住宅に火災警報器の取り

付けが義務になりました。 

火災による死亡原因は、発見が遅れたための

逃げ遅れが 6 割を占めています。火災を出さ

ないことはもちろんですが、「もしも」の時に

いち早く知らせてくれる火災警報器の設置を 

お願いします。 

●寝室 ●階段の踊り場（寝室が 2 階以上にあ

る場合） －未設置のお宅はお急ぎください－ 

協議会だより第 71号 

ナンプレの答えと当選発表 

 

答え： 

 

ご応募ありがとうございました。厳正

なる抽選の結果、 S・Yさん  

 K・S さん  I・N さんの 3 名の方

に賞品を贈らせていただきました。ま

たいろいろなクイズやパズルを考え

ていますのでお楽しみに！！ 

 

Ａ 

8 
Ｂ 

7 
Ｃ 

3 
Ｄ 

9 

難しかったかな？ 

  

 

 

 

 この春、念願であった掛相と馬佐良の境の県道  「マコモの苗を植え～けん、写真でも撮りに来ん 

拡幅が完了しました。       かや～」との電話に、早速ビデオとデジカメを手に 

併せて御内谷方面への拡幅も！     出かけた鴨部と徳長間にある水田。雨の中、鴨部 

「ばさらハイウェイ」でのスピードの出しすぎに  マコモタケ組合の方々が 

ご注意を！                   慣れた手つきで作業をさ 

れていました。おいしい 

マコモタケの陰に見た 

皆さんのご苦労に感謝！ 

収穫が楽しみですね～。 

～集落でのニュースや話題をご紹介します。今回は馬佐良と上鴨部からの発信です。～ 
 

馬佐良の道が広くなりました！ おいしく育て！マコモタケ 

広くなっても 

制限速度は守

ってね。 

事務局の「ちょっとした話」 

5 月の晴れた朝・・いつものように出勤するとどこからか子猫の声が・・ 

ダンボールに入った小さなかわいい子猫。小学生が通学途中で保護し
たとか。放課後まで預かり、引き取りに来た子どもたちに「ちゃんと
飼ってもらえるの？」と聞くと、牛乳とマグロフレークを買ってきた
男の子は真っ直ぐな目で「大丈夫です」と力強く答えてくれました。
子猫を渡すと大切そうに抱えて帰って行きました。子どもたちの優し
い心にホッとしながらも、無責任に捨てる人間のエゴに憤りを感じま
す。どうか生き物を飼うときは責任を持って育ててください。 

・・・その夜は我が家のお嬢(猫)を見ては子猫を思い、 

「幸せになってね」と祈るばかりなのでした。 

現在の新法勝寺橋は 
その昔「どんど橋」の愛称
で親しまれていました。 

 

■ジメジメ、ジトジト カビに注意！ 

カビは水分が大好き。湿度が 70 パーセントを超えると元気になります。 

浴室や台所、窓など水滴の宝庫はまさにカビの楽園。こまめに水滴をふき取り、 

換気することを心がけましょう。 

 

■なんとなくだるい、やる気が出ない・・季節性うつ病に注意！ 

お天道様を見ることが少ないこの季節は気分が沈みがち。眠れない、「やらなきゃいけない」の

はわかっていても「やる気が出ない」、人に会うのがおっくうになる、マイナスな 

事ばかりを考えてしまう、などいつものパワーが出ないと感じたら危険信号です。 

＊無理せず休養をとる ＊規則正しい生活をして、晴れた日には日光を浴びる  

＊軽い運動をする ＊ビタミンやたんぱく質を欠かさない（青魚やレバ―、バナナが良いですよ） 

 

■お弁当箱をあけたら「あ、傷んでる？」食品の傷みに注意！ 

職場や学校にお弁当を持っていく方も多いと思います。せっかく食べようと 

思ったら「何だか臭う」そんな事にならないように、＊ご飯、おかずは完全にさましてから蓋を

する ＊残りのおかずを入れる時はもう一度火を通してから ＊アルミカップや仕切りなどを利

用する ＊手洗いは忘れずに 

 

■土砂崩れ、川の増水など災害に注意！ 

 台風や豪雨は時期や規模をある程度予測できるので、備えと情報収集さえ心がければ被害を 

軽減できます。 

     

    ◇山鳴りがする。 ◇地面にひび割れができる。 ◇井戸や沢の水がにごる。 

  ◇雨が降り続いているのに川の水位が下がっている。 

  ◇川の水がにごったり、流木が混ざっている。 

   ※このような現象が見られた時には土砂災害の危険が迫っていると 

       考えられます。周りの人と安全な場所へ避難してください。 

土
砂
災
害
の
前
兆 

本番！ あんなことやこんなこと 気をつけることいっぱい！ 
 


