
夏祭り
「第31回＋1 新たな
出発 ふるさと東西
町の夏祭り」

8月14日 午後 6 時～
昨年に続き“うりずん”

と“サンサンバンド”の

出演 食とお楽しみ屋台、

煙火、とみくじ・・・・・

楽しい企画がいっぱいで

皆さんをお待ちしていま

す。

＊準備にみなさんの力

をお貸しください。14日

午後１時から準備をしま

すので、コミニテイーセ

ンターに集合してくださ

い。

＜お願い＞
ゴルフネットを寄付し
てくださいませんか？

つどい裏の空き地で子供

達が未来の大リーガーを

目指しています。ボール

避けに使用したいとおも

います。

みんなでやれば楽しいかも！

ＢＯＯＴＣＡＭＰ

今、話題のブートキャン

プを一緒に体険してみま

せんか？

どなたでも参加ＯＫです。

８月６（月）～10（金）

の５日間、午後７時～８

時、東西町コミニティー

センターです。

参加料、申込みはいりま

せん。シューズ、タオル

は準備してください。

みんなでいい汗かきましょ

う。

東西町地域振興協議会
ミニエコクラブ

ジュースやビール缶のプ

ルタブと古切手を集めま

す。振興協議会事務所で

回収します。皆様のご協

力お願いいたします。
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会報まち
日 曜日 ８月の行事
１ 水 交謡会／ピアノ教室／健康フラダンス教室

２ 木 ピアノ教室／ふふ布の会／ダンス

３ 金 万寿会ゲーム＆体操 不燃ごみ

４ 土

５ 日 空き缶ごみ拾い

６ 月 大正琴教室

７ 火
粘土クラフト教室

さだ穂の会

８ 水
健康フラダンス教室

ピアノ教室

９ 木 ピアノ教室

１０ 金

１１ 土 ＜おどり練習会：午後7時～＞

１２ 日

１３ 月

１４ 火 ＜夏祭り＞

１５ 水

１６ 木 ＜仏様送り＞ピアノ教室

１７ 金 万寿会ゲーム＆体操 再生ごみ

１８ 土 グ：祥福園8：00～20：00

１９ 日 囲碁同好会13：00～

２０ 月 大正琴教室

２１ 火 粘土クラフト／さだ穂／さわやかサロン

２２ 水 交謡会／ピアノ教室

２３ 木
月見草の会／ピアノ教室／西町サロン

スポーツダンスサークル／はつらつサロン

２４ 金 食生活 資源ごみ

２５ 土 歩こう会

２６ 日 囲碁同好会13：00～～

２７ 月

２８ 火 カナリヤ会

２９ 水 ピアノ教室／健康フラダンス教室

３０ 木 ふふ布の会／スポーツダンスサークル

３１ 金

東西町地域振興協議会TEL（FAX）66-4724
東西町コｺﾐｭﾆﾃｨー ｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E‐mail：kuroki.n@town.nanbu.tottori.jp

総務部からのお知らせ

お盆の行事「仏様送り」を行います。

と き 平成１９年８月１６日（木）

ところ 東西町コミュニティーセンター

受 付 午後３時～４時

読経時間 ３時３０分～４時

当日は、恵雲寺（えうんじ）住職様においでいただ

きます。

読経時間に遅れないよう、お早めにお越しください。

９月の行事予定

22日（土）お楽しみごず釣り大会

29日（土）たそがれコンサート【交流センター】

＜お楽しみお泊り会＞

交流センター
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福祉部長
高野俊明（３区２班）

福祉部は従来からの老

人会、子供育成会、中学

育成会、青少年育成会、

小地域福祉会等の各種団

体を総括する事となりま

した。

東西町も世間同様、少子

高齢化時代を迎えていま

すが、住み良い活力のあ

る町にするには福祉部の

活動が今後益々重要な役

割を担うものと思います。

私も微力ながらこの目標

に向かって頑張りますの

で皆様方の一層の御協力

を宜しくお願いします。

こんな活動をしよう
と思っています。

東西町オリジナルの商品

を試作して、ゆくゆくは

販売を目的に活動して行

きたいとおもいます。

使用しない着物や帯、古

布等ありましたら寄付い

ただきたいとおもいます。

振興協議会までお願いい

たします。

東西町の芸術家たち

門脇正八写真展が7/12～7

/16に開催されました。

会場：丸京市民ギャラリー

タイトル：

「自然の中に生かされて-

-自然と暮らしそして命--」

所属写真クラブ：

写友 陽炎（岡山県）、

西伯写光会

経歴：全国100人展等入
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東西町の良いとこみつけ！

東西町地区内の道路のゴミを拾いながら歩い

ている人がいました。ポプラのオーナーと中学生

の増山智之君と村田健太君でした。職業体険で、

店の周りの道路のゴミを拾っているとのこと。

ありがたいことです。

会長 中本俊夫

編集後記

先ごろ、門脇正八さん（１区１班）の写真展が米子

の丸京庵でありました。

色があざやかで、特に＜光と影＞が楽しくて、鑑賞

していてとても癒されました。

身近かな風景や草木のちょっとした出来事にもレン

ズを向けて、芸術的な一コマに切り取ってしまわれ

る門脇さんの感性には優しい目と心を感じるのです。

地域振興協議会の新しい「まち」の編集に携わるこ

とになり、はからずも第１号を担当する＜栄誉＞？

を得ました。門脇さんの写真を観るにつけ、東西町

地区の広報部員としても素直な気持ちで自らが楽し

く、優しい目で地域をみていくことかナァ・・・。

よろしくお願いします。

（編集担当 阿部栄子、坪倉冨人）

門脇昭八さん（１区１班）

地域振興協議会からのお知らせ

町からの地域づくり支援交付金2,233,906円

地域振興協議会では、第２回運営委員会を７月21

日に開催し町から振興協議会に交付される支援交付

金の扱いについて協議し既当初予算２０万円の設立

準備交付金を含め総額で２５０万６千円のまちづく

り交付金特別会計予算を編成しました。

（支出の主な内訳）

○区長、部長、部員他報酬 538,000円

○運営委員会、各部会会費 175,000円

○公民館活動交付金 482,000円

○敬老会交付金 294,000円

○協議会だより発行費 137,000円

○地域づくり計画費 430,000円

○地域振興費 150,000円

○運営費 220,000円

○役員研修費、予備費 80,000円

計 2,506,000円

これから、この予算を基に町への交付申請を行い住

民が安心して暮らせる地域づくり事業に取り組んで

参ります。

地域づくり応援会員を募集中!

振興協議会では、高齢者の方々が、日常生活の中で

何かお困りについて、その方に代わってお手伝い、

お役に立ちたい会員を募集しています。

お手伝いの内容は、自分に出来るちょっとした用務

です。会員登録を順次しておりますのでお気軽に振

興協議会事務所（℡６６－４７２４）までご連絡く

ださい。

＜応援グループは次のとおりです。＞

□・生活支援グループ

□・家事支援グループ

□・健康、ふれあいグループ



自治会から振興協議会へ

7月8日（日）午後1時、東

西町コミュニティーセン

ターで東西町地域振興協

議会発足式典と祝賀会が

開催されました。式典に

は坂本町長、藤友副町長、

永江教育長の町３役や東

西町の細田元教町議会議

員、杉谷早苗町議会議員

をはじめ、100名近い方々

が参集して振興協議会の

発足のお祝いをいたしま

した。

４月の自治会総会で

４月の自治会総会では、

東西町における活動の連

携と強化を図る目的で、

自治会を柱に公民館、万

寿会、子ども会などの各

種団体を統合、一体化し

た東西町地域振興協議会

への移行が承認されまし

た。そして、6月に行われ

た臨時総会では振興協議

会の会長、副会長などの

役員をはじめ、事業計画

や予算が承認されたこと

を受け、発足式典と祝賀

会が開催されたものです。

発足式典では来賓の祝辞

や発足までの経過報告の

後、功労者表彰がありま

した。長年、国道沿いの

花壇のお世話をしていた

だいています北尾奣、智

子様ご夫妻、毎朝子ども

たちの登校時のバス乗車

見守りを続けていただい

ています桑名勇様、8年に

わたり地区公民館長とし

て公民館活動をリードし

ていただきました生田允

昭様に対し、会長より表

彰状が授与されました。

長い間、大変お世話にな

りました。今後も地域の

ために引き続きご尽力を

お願いいたします。

夢宣言とアトラクション

続いて、奥山有紗さんと

松岡香菜子さんが、爽や

かに東西町の子ども夢宣

言を発表してくれた後、

フラダンス教室と子ども

銭太鼓の皆さんが振興協

議会の出発を賑やかにお

祝いしてくれました。

自治会から生まれ変わり、

新しい出発となった振興

協議会は、東西町の仲間

づくりや住みよい地域づ

くりをめざして、東西町

住民のちからを集めて一

人ひとりの手でまちづく

りを進めていくことが期

待されます。

功労表彰の皆さん

桑名 勇さん
（２区１班）子どもたち

への毎朝の見守り活動

新品の黄色いランドセ

ルが背中いっぱいの新入

学児童が、一ヶ月位で余

裕の笑顔が見えるように

なります。

二十年くらい前は通学バ

ス二台に百名近くの児童

が乗車していましたが、

数年前から、約四十名が

路線バスに同乗、通学し

ています。

旗当番のお母さん方とと

もに送り出す朝のひとと

きには、子どもたちの安

全と成長を願う中で学び

とることがとても多くあ

ります。

集団行動からは、他人に

迷惑をかけないことや助

け合いが身につきます。

夏休みのラジオ体操を通

じて、幼児の手本となる

自信も養います。

幸い、交通事故もなく安

全な毎日が続いています。

東西町の子どもたちが新

しい地域づくりに貢献し

てくれることを期待して

います。

北尾奣様、智子様
（1区５班）

東西町の花壇と花づくり

平成四年から町の花いっ

ぱい運動が始まりました。

私たちの東西町地区でも、

青少年育成会を中心に花

壇をつくり、色々な花を

植え、自治会員で毎月草

取りをするなどみんなで

花の管理を行っています。

今ではバス停留所など四ヶ

所で、季節折々の花が年

中、きれいに咲いていま

す。

地区の子どもから老人ま

でみんなが、「花を愛し、

人を愛し、故郷を愛する、

心豊かなまちづくり」を

めざして、いつまでも花

のいっぱいある、明るい

町が続くことを願うもの

です。

生田允昭（３区５班）
前東西町地区公民館長

この度、協議会より、

功労者として表彰をして

いただき、厚くお礼申し

上げます。

公民館活動も、マンネリ
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東西町地域振興協議会

発足式典、祝賀会が開催されました。

東西町の夢宣言をした

奥山有紗 さん（左）と松岡香菜子 さん（右）

化を打開するために、毎

年、新しい事業を計画・

実施いたしましたが、全

体として、参加者が少な

かったのが残念です。

その中において、馬頭琴

コンサートには、多数の

皆様にお越しいただいた

ことが、今でも印象に残っ

ております。参加者が少

なかったことについては、

自治会との意思の疎通が

不十分であったのも一因

かと反省しております。

永年公民館長を務めるこ

とが出来ましたのは、黒

木主事を始め、最高の公

民館スタッフのお陰と感

謝致しております。私に

とっての、地区公民館は、

多くの人との出会い、い

ろいろなことを学んだ、

非常に有意義な所でした。

振興協議会の副会長、
部長の紹介をいたし
ます。

副会長
原 和正（４区２班）

このたび発足しました

振興協議会を一人ひとり

が地区の課題解決に向け

て、自ら考え実践する場

にしたいと考えておりま

す。そのために早急に地

区の皆さんにアンケート

を取り、困っていること、

将来への要望などを取り

まとめて整理し、皆さん

と一緒に考えていきたい

と思います。諸先輩が築

き上げてこられたこのふ

るさと東西町が、高齢者

の方にも住みやすく、ま

た若者にも安心して楽し

く過ごせる町になるよう、

微力ではありますが会長

を補佐し、その役目を果

たして参ります。

文化部長
石田 泰弘（２区３班）

このたび、振興協議会

にて文化部長をさせてい

ただくこととなりました。

東西町では、文化祭、夏

祭り等々、大きなイベン

トが開催され、それらを

担当させていただきます。

東西町の皆様の文化交流

を主たる目標とし、「ふ

れ愛、たすけ愛」が更に

拡がって活気ある東西町

となりますように、皆様

の御協力をよろしくお願

いいたします。

体育部長
国本 雄二（２区１班）

体育部長をさせていた

だくことになりました。

前年までは行事に気軽に

参加させていただいてお

り、家族共々感謝してお

ります。今年からは立場

が変わり、皆様には何か

とご迷惑をかけることと

なりますが宜しくお願い

いたします。気軽に参加、

気軽な付き合いをモットー

に多くの事業を企画いた

します。皆様多数ご参加

ください。

総務部長
足立孝一朗（1区６班）

このたび、東西町地域

振興協議会の総務部長に

就任いたしました足立孝

一朗と申します。まだま

だ、若輩でもあり重責を

感じておりますが、諸先

輩方と協力し、東西町の

発展のために努力いたす

所存でございます。何と

ぞ、今後とも、ご指導ご

支援のほど心からお願い

申し上げます。

事業部長
徳永一郎（３区５班）

私たち事業部は、日常

生活に最も身近なテーマ、

生活環境の整備や防災活

動、交通安全対策等を重

点に活動します。地域生

活に直結する問題であり、

今後の事業部活動におい

ては、部員一丸となって

頑張ってまいりますが、

住民の皆様の格別な御協

力をよろしくお願いいた

します。

広報部長
谷口秀人（３区３班）

１１名の広報部員の方々

とともに、振興協議会の

話題や行事など、毎月、

定期的に東西町の情報を

皆さんにお届けいたしま

す。この広報紙を会報

「まち」と名づけ、皆さ

んに読んでいただきやす

い紙面づくりを心がけて

いきますので、身近な話

題などお気づきのことが

あれば、情報を事務局ま

で提供ください。

広報部員

阿部 栄子（１区１班）

坪倉 冨人（２区３班）

安藤 照三（３区５班）

折戸 弘（４区１班）

岡野ますみ（２区１班）

増山 京子（２区３班）

五丁 栄（２区４班）

林原 幸子（１区４班）

小川 昌宏（２区４班）

大谷 正明（１区３班）

＜敬称略です。＞
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