
東西町地域振興協議会

会長 中本俊夫

新年あけまして

おめでとうござい

ます。

皆様方にはお元

気で新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。

さて、東西町地域振興協議

会が発足して早いもので6ヶ月

が過ぎました。これまで各種

事業に取り組んできましたが、

おかげさまで事業も順調に進

んでいるところであります。

これから振興協議会としま

しては、1区の班編成の問題や

行政要望、また先のアンケー

トから出されましたお困りの

点やご意見を参考に色々知恵

をしぼりながら、住民の皆様

に喜んでいただける町づくり

を進めて参りたいと考えてお

ります。

新たな年を迎え課題は山積

しておりますが、役員一丸と

なって地域をより良くしてい

く覚悟でありますので、今後

ともご支援、ご協力のほど宜

しくお願いいたします。

秋のミニ・ジャズコンサート

（文化部）

4区4班 難波章子さん

会場に入るなり沢山の素敵

な花で舞台が飾りつけてあり、

その生花にとても心がなごみ

ました。そしてその花までも

が会場の皆さんと一緒の笑顔

に見えて・・・。

そのような雰囲気の中真剣

な若者達のバンド演奏を聞く

事が出来てお友達とすっかり

はまってしまいました。「な

んだかワルツのようで踊りた

くなる曲だね」「アﾂ、今度は

ジルバのようだね・・」「違

う、ちがう ﾊﾊﾊ」「ヤッパ来

てよかったネー」と年がいも

なく一曲一曲聞く度に胸がと

きめきました。

又素晴らしいアンコールも

心よく演奏して下さって、な

んとも楽しい時間を皆さんと

一緒に過ごす事が出来てとて

も感謝しました。「出来れば

又聞きたいネー」と帰る夜道

も会話が弾みました。

そこでつたない一句を！！

～若者の奏でる曲に色そえ

て、生けたる花も笑顔に見え

し！～ オソマツ！

しめ縄づくり講習会

（青少年育成会）

本間さん（3区2班）

～12月2日、しめなわづくり～

「きょう、しめなわづくり

がありました。わたしはかぞ

くといきました。おもしろかっ

たです。またやってみたいで

す。」（本間夕貴）

「初めてしめ縄づくりに参

加しました。思っていたとお

り、難しくて上手にできず、

何度かほどいてやり直しまし

た。まぁこんな物かなぁとで

きたしめ縄を手にとり、正月

飾りというよりクリスマスリー

ス？！といった出来栄えでし

た。来年も頑張ります！」

（本間光枝）

天津運動公園遊具広場の

草刈清掃

12月2日

草が伸び放題であった運動

公園遊具広場をきれいにしよ

うと、奉仕作業を呼びかけた

ところ、32名の方々に参加い

ただきました。

おかげで、1時間の作業でと

ても見違えるようにキレイに

なりました。

ゴミもたくさんありました。

ゴミのないきれいな心と町を

つくっていきましょう。

すっかり公園らしくなった

遊具広場に一度、皆さんも出

かけてみてください。
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会報まち1月
東西町地域振興協議会TEL（FAX）66-4724
東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E-mail：
kuroki.m＠town.nanbu.tottori.jp

年頭のごあいさつ
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日 曜日 １月の行事
１ 火

２ 水

３ 木

４ 金 万寿会ゲーム＆体操

５ 土

６ 日 ＜とんどさん8:00～9:30＞＜新年会11:00～＞

７ 月 大正琴教室 （可燃ゴミ収集開始）

８ 火 さわやかサロン

９ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

１０ 木
はつらつサロン／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

ふふ布の会

１１ 金 草木染め 詩吟クラブ 不燃ごみ

１２ 土 編み物同好会 ／運営委員会

１３ 日 東西町ソフトバレーボール大会 空き缶ごみ拾い

１４ 月

１５ 火 粘土クラフト教室／さだ穂の会

１６ 水 交謡会／健康フラダンス教室／ピアノ教室／編集委員会

１７ 木 月見草の会／スポーツダンスサークル／ピアノ教室／1区5班

１８ 金 万寿会ゲーム＆体操 再生ごみ：乾・螢

１９ 土 えとづくり 手打ちそばを楽しむ会／３区５班

２０ 日 囲碁同好会／大正琴教室

２１ 月 大正琴教室

２２ 火 カナリヤ会／粘土クラフト教室

２３ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

２４ 木 西町サロン／ダンスサークル／ピアノ教室／ふふ布の会

２５ 金 詩吟クラブ 資源ごみ

２６ 土 スキー教室

２７ 日 編み物同好会

２８ 月 うたいま唱歌

２９ 火 粘土クラフト教室／さだ穂の会

３０ 水 ピアノ教室／健康フラダンス教室

３１ 木 スポーツダンスサークル

２月の行事予定
３日（日）町、ソフトバレーボール大会【体育部】

９日（土）火を使わないチョコレートづくり

草木染めをします

日 時 １月１１日（金）

9:00～11:00

場 所 コミニティーセンター

参加料 300円

布は各自お持ちください

申込み １月８日までに連絡お

願いします。

東西町ソフトバレーボール大会

日時 １月１３日（日）9:30～

場所 ふるさと交流センター

競技内容 区対抗戦・男女別

未来のエース待っています

下記役員又は協議会まで申し込

んでください。

１区：和田 ２区：高塚

３区：黒木 ４区：原

応援の方もお願いします。

２月３日の町大会の出場選手も募集

しています

布のえとづくり
かわいいねずみの置物です

誰でも簡単に作れます

日時 1月19日（土）14：00～

場所 コミニティセンター

１月１０日までに申し込んでく

ださい

東西町スキー＆

スノーボード教室
冬はスキーかスノボーね！

日時 １月２６日（土）

集合 コミニティセンター

8時15分[8時30分出発]

場 所 奥大山スキー場

参加料 １家族500円

準備品 昼食、リフト代

用 具 レンタル受付します。

申込み 1月18日までに申し

込んでください。申込み用紙

は協議会にあります。
みんなで行きましょう！



全国柿の種吹き飛ばし大会に

参加しました

監督 国本雄二（体育部長）

「東西町振興協議会をしょっ

てたつ会」というチーム名で、

11月23日、南部町トレーニン

グセンター（天萬）で開催さ

れた全国柿の種吹き飛ばし大

会に東西町振興協議会役員5名

が出場しました。男3名、女2

名の合計5名で、それぞれ2個

ずつの柿の種を吹き飛ばし、5

名の距離の合計で競いました。

＜選手＞

（男）石田、高塚、谷口

（女）国本、池信

この全国大会に優勝し、日

本一となるべく、東西町コミュ

ニティーセンターで練習して

勢い込んで大会に臨みました

が、残念ながら全国の壁は厚

く15位（39チーム中）の結果

となりました。

今回は大変不本意な結果と

なりましたが、来年は東西町

の中から日本一のチームがで

ることを期待しています。

大掃除と利用団体代表者会議

12月9日

コミュニティーセンターの

大掃除に施設利用者や振興協

議会の役員、そして小学生も2

名参加し、総勢37名が結集。

台所、トイレ、玄関、蛍光灯

照明、床、机・・・、みるみ

るきれいに、ぴかぴかとなり

ました。

木製休憩ベンチ

坂道の多い東西町に、手軽

にちょっと休憩していただけ

るようにと6基の木製ベンチが

設置されました。

ご利用ください。

振興協議会部会合同研修会

12月15日

各部会合同で新日本海新聞

記者の地域づくりの事例や課

題などについて講演を受けた

後、年の締めくくりとして懇

親会を開催しました。

みんなでリサイクル

（青少年育成会）

11月25日に、今年最後のリ

サイクルを行いました。

資源の大切さが叫ばれてい

る中、現在、南部町でリサイ

クルを続けているのは東西町

だけのようです。毎月1回の収

集があるのになぜ？という声

もありますが、①高齢の方は

集積場所に出すのも大変、②

子供達が地域の大人と一緒に

汗を流すことの大切さ、③活

動資金源等、今後も皆様のご

協力お願いいたします。

ツリーを設置しました

（青少年育成会）

11月25日から12月30日の間、

つどい前花壇にツリーを設置

しました。

公民館祭で作成した東西町

のモニュメントもライトアッ

プ。派手さはありませんが、

この寒い冬に“ポッ”と、ど

こか暖かくなるようなそんな

気がしませんか？

子供会クリスマス会

（1区5班 内田幸祐）

12月8日土曜日、子ども会の

クリスマス会がありました。

ケーキ作りをしたあとビン

ゴゲームやバランスボールを

使ったりゲームをしました。

ゲームが終わってからプレ

ゼント交換をして、ぼくはクッ

キーとこんぺいとうがあたり

ました。きれいに書かれた人

形型デコレーションクッキー

でした。

最後にみんなで作ったケー

キを食べました。ボールのゲー

ムが楽しくてもう1回したかっ

たです。
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南部町人権啓発標語に入
選しました。
おめでとうございます！

やさしさが 心の傷の 薬です。

西伯小６年 廣池 南さん

（2区3班）

何気ない その一言は 大丈夫？

西伯小５年 大石真由美さん

（4区3班）

地域住民と語る会のご案内
振興協議会が発足して早い

もので6ヶ月余りが経ちました。

協議会では、1月～2月にかけ

まして住民の皆様方のご要望

やご意見または現在進めてい

ます地域づくりについて地域

住民との語る会を計画してい

ます。現在区長様方と日程調

整を行っていますので、日程

が決まり次第ご案内させてい

ただきます。

多数ご参加いただき故郷に

かける思いを聞かせていただ

きたいと思います。

1区の班見直しについて
前回1区の班体制についてお

知らせしましたが、この度各

班から2名の検討委員様を選出

いただきまして12月23日に第1

回の班見直し検討委員会を開

きました。委員会では、班割

りについて活発な意見が交わ

されましたが、意見調整には

至らず引き続いて今後も検討

していくことになりました。

振興協議会玄関に
立て看板設置

振興協議会のたて看板が完

成しました。これからも地域

の皆さんの拠り所として愛さ

れ、親しまれ地域発信の拠点

としてご利用下さい。
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事務局からのお知らせ

編集後記

私たちが日常生活の中で何気なく使ってい

る「セルフサービス」の語源は日本語でいう

「自治」を意味する言葉として使われていた

と学生時代に学んだ記憶があり、今でも「セ

ルフ○○○」という言葉に触れると時々そん

なことを思い出します。

地域振興協議会が発足して早半年経過しま

したが、今積極的に東西町の現状から将来に

ついて語られています。谷口広報部長の熱い

思いと行動力に甘えながらではありますが、

地域の出来事や動きを一人でも多くの方にお

知らせできることが広報部員の使命だと思っ

ております。

「○○をどげんかせんといかん」。

「そんなの関係ねぇ」。

これってどう使ったらいいんでしょうかねぇ。

（広報部1月号編集担当：坪倉、阿部）

（会議、その他経過）
12月 2日 天津運動公園草刈清掃

12月 8日 運営委員会

12月 9日 コミニティーセンター大掃除

12月13日 福祉部会

12月15日 合同研修会（総務部、文化部、

体育部、広報部）

12月23日 1区班見直し検討委員会

入居・退去のお知らせ

（敬称略）

＜ご入居＞

よろしくお願いします。

3区1班 東町86 後藤英樹

（総務部）

コミニティーセンター横小駐車場に
山茶花の苗を植えました

コミニティーセンター大集会

室のテーブルを修理しました

穴の空いていたテーブルを修

理しました。テーブル同士を

ぶつけないようご注意くださ

い。片付けの際は表面を合わ

せて収納してください。

「
真
っ
赤
な
花
を
早
く
咲
か
せ

利
用
者
の
心
を
和
ま
せ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
」

東西町地区内での空き家情報

がありましたらお寄せくださ

い。


