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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 

全町に出された避難勧告は全国ニュースにもなり、こんなにもあちこちの親戚から心配され

ることが今だかつてあったでしょうか・・ 
9月 2日の午後から強くなり始めた雨はゆっくり居座り続け、確実にこの町を混乱へと導きま

した。 
明けて 3日・・災害対策本部のホワイトボードには各所の被害状況が書き込まれ、「床上浸水」 

「裏山が崩れた」など深刻な内容も目立ちました。法勝寺地区内でも道路が冠水したり、ため
池が崩壊しそうになり避難をされた集落もありました。このような災害時に誰がどのように行

動すれば良いのか、多くの課題を残しました。「想定外」だった今回の台風 12 号が落して行っ
たもの・・どう拾いますか？ 上鴨部では「災害特別復旧隊」が出動されたそうです。↓ 

新宮谷の山が崩れ、通行止めに。 

上鴨部災害特別復旧隊 の出動 

 

 この度の台風１２号による、上鴨部地内で 

土砂災害が発生しました。農道を塞ぎ秋の農 

作業に支障が出ます。南部町に応急復旧を申 

出ても町自体が、各所の災害の対応でテンヤ 

ワンヤ状態でした。 

我が集落には、それなりに技能資格者や建設機械がありますので、『おーい、都合の付く者で、

応急復旧でもえぇだけん通れーやにでもしょいや』と声掛したら、５人が協力してごしなって災

害復旧隊を結成しました。あれよあれよと言ううちに見事開通しました。（上鴨部災害特別復旧隊） 

 

グラウンドゴルフ大会  
 

日 時：10 月 30 日（日） 
午前 8 時 30 分～ 

場 所：法勝寺川河川敷 
     （すみれ保育園裏） 

※詳しくは回覧をご覧ください 

        

        

子どもたちの農業体験 お手伝いいただける方、ご連絡ください！ 地域づくり部 
 
【さつま芋収穫体験（2 年生）】10 月 11 日（火）9 時 町民体育館集合 
【稲刈り体験（5 年生）】 10 月 18 日（火）9 時 西伯小学校グラウンド集合 
 
※当日、天気があいまいな場合は、協議会事務局までお問い合わせください。 

 

 2日(日)  8:30 法勝寺地区運動会         西伯小学校グラウンド 
 6日(木) 19:30 総務企画部会    南部町公民館さいはく分館 
 8日(土) 10:00 「作って食べようマコモタケ（試食会）」  南部町公民館さいはく分館 
11日(火) 19:00 役員会                 南部町公民館さいはく分館 
11日(火) 9:00 小学生農業体験（イモ掘り）   町民体育館横の畑 
18日(火) 9:00 小学生農業体験（稲刈り）  「システムプラザはしもと」横の田んぼ 
24日(月) 19:00 ふれあい部会     南部町公民館さいはく分館 
22日(土 ) 10:00 米子市法勝寺町交流事業    南部町公民館さいはく分館他 
26日(水) 19:30 生涯学習部会    南部町公民館さいはく分館 
28日(金) 19:00 地域づくり部会     南部町公民館さいはく分館 
30日(日) 8:30 グラウンドゴルフ大会    法勝寺川河川敷（すみれ保育園裏） 

 

「地域ふれあいフェスタ」開催中 

中海テレビ放送センタービル角盤スタ
ジオ（米子市角盤町 旧ＮＨＫ米子支

局）で南部町月間の今月、軽トラ市や法
勝寺一式飾りの展示など、様々な催しで

賑わっています。 

15 日、16 日 

23 日は皆さん 

お出かけください。 

 

いずみ   心の講座～我が家の防災～  9 月 20 日（火） 

 

身近に考えられる防災の話を・・というわけで、「火災」につい 

て皆さんと考えてみました。 

「我が家」でやりがちな危ない事とは？ 気をつけなければい 

けないこととは？ 万が一、火災を起こしてしまったら？など 

賑やかに話し合ったあと「119 番通報」を訓練装置で実践しま 

した。また、台風 12 号の時に困ったことや今後の課題につい 

ていろいろな意見を出し合い非常食を試食して、2 時間があっと 

いう間に過ぎました。 

 

１ 

６ 

米子市法勝寺町との交流 

10 月 22 日（土）10 時～ 
法勝寺町の方たちとイモ掘りや稲刈りをしてお昼には豚汁を皆さんと食べます。 

参加いただける方は事務局までご連絡ください。 
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平成 23 年 9 月 25 日（日） 

11 時～ プラザ西伯 

抜けるような青空のもと、今年の敬

老会は 115 名の方が出席され、久

しぶりの出会いに笑顔で会場がい

っぱいになりました。 

中海テレビ 

「そぞろ歩き」取材中！ 

結構なお手前で・・ 

どれどれ・・健康チェッ

クでもしてみらか。 

「まぁひとつ」 

「もらいましょか～」 

長寿を祝して 

かんぱ～い！！ 

「民謡教室」の皆さんと、かわいい子ども太鼓で会を盛り上げ

ていただきました。 

２ 

 

ご馳走がありますな～ 

誰んもじょうずだな～ 

名コンビ誕生！？ 

しめくくりは万歳三唱で！ 

お見送りはなんぶ太鼓の皆さん 

○敬老会に来て 10 年寿命が延びましたわ～。 

○歌も踊りも楽しかった！ 

○今年で 2 回目。懐かしい顔に会えて嬉しかった。 

○写真を撮りたくなるほどの御馳走・・・ 

○子ども太鼓がかわいかった。 

 

しほちゃんの「突撃インタビュー」 

◆今日の敬老会はいかがでしたか？◆ 

総務企画部 取材班 

 

 

 

 「僕は雨男です」ふれあい部長のひと言が気になった花壇
整備の前日は台風・・ 
敬老会までにできるだろうかという心配も、晴れ 

女・晴れ男が多いふれあ 
い部には無用だったよう 
です。 

地域の方も参加してい 
ただいて手際良く作業は 
進み、きれいな花を植え 

ることが出来ました。 

３ 



           

      

 

 1 位 2 位 3 位 

総合得点の部 山田谷 鴨部 東部 

綱引きの部 鴨部 山田谷 落合 

玉入れの部 山田谷 法勝寺下 東部 

総合リレーの部 鴨部 落合 法勝寺下 

大縄跳びの部 鴨部 山田谷 落合 

寄せ植え教室 9 月 11 日（日） 

 回を追うごとに花回廊のパスポートをお持ちに

なっている方が増え、この日も約半数の方が花回

廊の会員様でした。聞くと皆さん「花が大好き」

「土いじりしてると幸せ」とのこと。本当に楽し

そうに鉢に花を植えられていました。 

今回は勧賞用のと

うがらしを中心に

秋らしい寄せ植え

が出来ました。 

 

５ 

法勝寺地区に関する問題です！ 

蹴
り
か
げ
ん
が
難
し
い
～ 

なかなかおじょうず！ 

・・・言葉になりません・・・ 

バトンを繋ぎ、１００ｍを走る！走る！ また走る！！ 

第 1 回評議会開催 9 月 15 日（木） 

評議員の出席 24 名 委任 3 名で成立しまし

た。主な内容は次の通りです。 

① 集落要望について 

② 除雪機購入について 

③ 敬老会・運動会へのご協力依頼 

④ パート職員の採用について 

 ◆各部からの報告 

 ◆中海テレビサテライト 

  スタジオでの地域ふれ 

  あいフェスタについて 

     ※その他 

今年の運動会、いかがでしたか？ 

皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？ 

選手の皆さん、応援で盛り上げてくださった

皆さん、各チーム大会役員の皆さん、ありが

とうございました。 

運動会のご意見・ご感想などお気軽に事務

局までお寄せください。 

運動会の模様は「なんぶ SAN チャンネ

ル」で 24日から 1週間放送される予定で

す。是非ご覧ください。 

 

 

詳しくは各評議員

さんか協議会まで

お問い合わせくだ

さい。 

４ 

いちばん心配された天気も味方につけ、

久しぶりの外での運動会はケガもなく、山

田谷が総合優勝を飾り無事に終えることが

出来ました。総務企画部 取材班が撮りた

めた写真のすべてといいたいところですが

ほんの一部をご紹介 

  します。 

   
選手宣誓！（法勝寺下） 

頑張ろう東北！ 

  頑張ろう日本！ 

災害時に必要な物を運びます 

息ぴったりで最高 51 回飛んだ鴨部チーム 

両者一歩も譲らない熱き戦い 

防災頭巾がバトンの代わりです。 

 

ゲートに入った数がわかりやすいよ

うに得点ボードを作りました。 

惜しくも去年の記録 55 回更新ならず。山田谷 

お昼休憩にはビデオカメラ片手に 
各チームのテントへお邪魔しまし 
た。どのテント内もおいしそうな 
お弁当が並び、賑やかにお昼ご 
はん中でした。ちゃっかりおにぎりを 
いただいた撮影班の私。  おいし 
かったです！ ありがとうございました。 

慣れたもんですな～ 

何個入るか！？ 


