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会報まち２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

地域の将来像について語る

振興協議会と2区皆さんとの語る会を1月28日、コミュニティ

センターで開催しました。この会の目的は、これから益々加

速していく高齢化社会に向けて、地域のみなさん方から色々

な声をお聞きしてより良い地域づくりを進めることが狙いで

す。会場からは、協議会への要望や地域づくりについて活発

な意見が出されました。協議会ではこうした意見を参考にし

ながら今後の地域づくりに生かして参りたいと考えています

中間期の監査を実施
（12月までの各部の主な事業報告）

年の瀬を飾る野菜市が去

る12月29日つどい内で開か

れました。会場には、旬の

野菜やシメ縄、もちなど正

月用品を求めるたくさんの

買い物客でにぎわいました。

身近なところでの買い物

とあって皆さんの喜びもひ

としをです。東西町の野菜

づくりのみなさんご協力あ

りがとうございました。

（総務部）

7/20 総務部会

8/16 仏様送り

8/26 不在地主草刈催促

（事業部）

9/ 9 消防倉庫の改装

10/14 秋の一斉清掃

（広報部）

会報まち毎月発行

12/15 合同研修会

（文化部）

8/14 夏祭り

12/ 9 大掃除と会議

10/13 農業体験

11/25 ミニコンサート

採れたての野菜は大盛況。完売間

近の野菜市売り場。

協議会が発足してから半年が過ぎました。そこで12月末ま

での中間期の監査を去る1月29日に実施しました。監査委員

からは証票書類とも適正に処理されているという講評をいた

だきました。

（体育部）

9/24 ごず釣り大会

10/ 7 運動会

10/13 グラウンドゴルフ大会

10/28 ソフトボール大会

（福祉部）

9/16 敬老会

9/16 お楽しみ会（中学育成会）

11/25 リサイクル（青少年育成会）

12/ 2 しめ縄づくり（青少年育成会）

12/ 8 クリスマス会（子供育成会

12/11 サロン合同クリスマス会

（福祉会）

（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 コミュニティセンター大掃除

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

2区住民と語る会

大盛況の野菜市

今後は、4区は2月16日（土）、1区は2月23日（土）、

3区は3月の予定です。ご参加ください。
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日 曜日 ２月の行事
１ 金 万寿会ゲーム＆体操 不燃ごみ

２ 土 1区2班

３ 日 ＜南部町ソフトバレーボール大会＞

４ 月 大正琴教室

５ 火 粘土クラフト教室／さだ穂の会

水 交謡会／健康フラダンス教室／ピアノ教室

７ 木 ふふ布の会／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

８ 金
＜布絵教室①＞ たのしいかい／詩吟クラブ

健康福祉課【後期高齢者医療制度説明会と健康相談】10：00～

９ 土 ＜チョコレートづくり＞編み物同好会／運営委員会

１０ 日 ＜粘土でつくる干支のねずみ＞ 囲碁同好会／空き缶拾い

１１ 月

１２ 火 さわやかサロン

１３ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

１４ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

１５ 金 万寿会ゲーム＆体操 再生ごみ

１６ 土 4区住民と語る会／手打ちそばを楽しむ会

１７ 日 囲碁同好会

１８ 月 大正琴教室

１９ 火 粘土クラフト教室／さだ穂の会

２０ 水 交謡会／健康フラダンス教室

２１ 木 月見草の会／ふふ布の会／スポーツダンス／はつらつ／ピアノ

２２ 金 ＜布絵教室②＞たのしいかい／詩吟クラブ 資源ごみ

２３ 土 1区住民と語る会

２４ 日 編み物同好会

２５ 月 うたいま唱歌

２６ 火 カナリヤ会

２７ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

２８ 木 西町サロン／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２９ 金

３月の行事予定
1（土） 「悠々講座」自力整体教室【文化部】

2（日） ふれあい麻雀大会【文化部】

8（土） 子供会歓送迎会【子供育成会】

15（土） 「悠々講座」こけ玉づくり教室【文化部】

16（日） リサイクル活動【青少年育成会】

「悠々講座」布絵教室

日時 2月8日（金）と22日（金）

の2日間 9:30～11：30 つどい

講師 角田敦子さん

参加料 1,000円

申込み締め切り 2月4日

準備品 はさみ、糸、針

ステックのり
＊事情により予定していましたミニチュ

ア着物づくりに代わって行います。

「悠々講座」自力整体教室
自宅で1人でもできますので

この機会にぜひご参加ください

日時 3月1日（土）

10：00～11：30 （無料）

場所 東西町コミュニティセンター

準備品 動きやすい服装、

バスタオル、タオル 各1枚

ふれあい麻雀大会

日時 3月2日（日）

10：00～15：00

場所 東西町コミュニティセンター

参加費 2,000円

（昼食、賞品代含む）

申込み締め切り 2月20日

粘土でつくる干支のねずみ

日時 2月10日（日）

9：30～12：00

場所 東西町コミュニティセンター

講師 平新初枝さん

（東西町粘土クラフト教室協力）

参加料 大人200円・子供無料

準備品 水入れ、タオル、筆

ごますり棒

申込み締め切り 2月5日

火を使わない

チョコレートづくり

火を使わないからかんたん、

でもとってもおいしいよ！

日時 2月9日（土）

午後1時30分～（無料）

場所 東西町コミュニティセンター



1月6日（日）

今年の新年会は、協議会に

なって最初ということもあり、

総務部の企画で鏡開きが行わ

れました。もっとたくさんの

方々と東西町での新年をお祝

いできたら良かったのに、参

加者がちょっぴり少ないのが

残念でした。
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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。

2区3班 遠藤有生 東町210

＜ご退去＞

1区1班 作野大輔 西町50

1区1班 岡西 泰 西町178

（総務部）

協議会新年会（総務部）

とんどさん（事業部）

今年の新年会は鏡開きでスタート。

（左は中本会長、右は原副会長）

無病息災を祈ってとんどさん。

会報「まち」がホームページに掲載（広報部）

東西町振興協議会報「まち」が南部町のホームページに掲

載されています。東西町のイベント、風景、様子、懐かしい

顔などに出会えますので、離れてお暮らしのご家族、お知り

合いの方々にも紹介していただき、皆さんでご覧ください。

南部町ホームページ http://www.town.nanbu.tottori.jp/

「鳥取県南部町」―「地域振興区」―「東西町地域振興

協議会」―「広報」

つどいわくわくショップ
眠りから覚めて踊りだす

あなたとわたしの思い出の品々！！

‶リサイクル出来たらいいな〟

こんな想いが声になってバザー

を開くことになりました。

4月からの開催を目指して準備

をすすめています。

どなたでも気軽に楽しく

（利用、参加？）出来る場所

になるよう、みなさんのお知

恵も拝借・・・・

【目的】

・地域の老若男女の交流とつ

どいの場づくり

・資源の有効活用（リサイクル）

・買い物の利便性の向上

【名称】

つどいわくわくショップ

【場所】

つどいフロアー

【開店】（4月より）

毎月第3土曜日

11：00～14：00

【内容】

・不用品の即売

・有志等の手作り品の販売

・菓子パン等

・魚介類（移動販売車）

・身近な日用品

・ちょっとした野菜、花

＊出品されたい方の申込みを

受け付けます。

振興協議会までご連絡お願い

いたします。

つどいわくわくショップ

4月オープンに先がけて
～手作りパンの店

ハーモニーがやってくる～

※ハーモニーのパンは生地に

こだわり保存料を使わない

体にやさしいパンです。

日時 2月14日（木）

10：00～12：00

場所 つどいフロアー

出来たてパンを販売します。

代表 全貞子（4区）

コミニテｲセンターの有効活

用について

2月から毎週月曜日、水曜

日の午後1時からと、第１土

曜日の午前9時からコミュニ

ティセンターに黒木事務員

が常駐することになりまし

た。

子供から大人の方どなた

でもお気軽にお立ち寄りく

ださい。

平成20年の新年会。

1月19日（土）

ちりめんの布で今年のえと

のねずみをつくりました。阿

部栄子さん（1区1班）を講師

に、２時間程で親子のねずみ

を完成した人もいました。目

や耳のつける場所によって表

情が変わり楽しそうな声が響

いていました。「来年は牛ねっ、

十二子つくるまで元気でいよ

うね･･･。」楽しくえとづくり

と仲間づくり

ができました。

1月13日（日）

～各区より男女1チームずつ出

場～

今年はどんな新しい顔が見

れるのかな？役員さん方のご

苦労のお陰で、特に4区と3区

はあまり見かけたことのない

ヤングパワーが結集。練習の

前に先ずは自己紹介からはじ

まったようです。応援のチビッ

コには、原副会長提案のビデ

オ作戦で、アニメでお楽しみ。

お父さんお母さんも子供を気

にせずプレーできたのではな

いでしょうか。誰でも簡単に

出来る競技ですので、初めて

の方でもどんどん参加して交

流していただきたいと思いま

す。年々新しい顔が増えて楽

しい大会になるといいな！

＜結果＞

男子 優勝：1区

女子 優勝：1区

2区1班 桑名勇

大晦日の午後、コミュニティ

センターで恒例のそばづくり

が行われ30人の参加がありま

した。3区の三谷さん方の幼児、

小学生の岡野さん（2区）も加

わり、代表の生田俊作さん、

全さん夫婦をはじめとする同

好会の皆さんの手ほどきで、

皆さん一生懸命作られ不揃い

でしたがとても賑やかでした。

文字どおり偽りのない手づ

くりを持ち帰り、それぞれ明

るい越年をされたことでしょ

う。
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編集後記

年も新たになり、早いもので1ヶ月が過ぎました。しかしな

がら、私どもの生活は相も変わらず、不安定な状態が続いて

います。

１、原油高によりすべての物が高くなり、特にガソリン、灯

油が高くなってきているのは、家計に非常に響いてきて

います。

１、衆参両院のねじれ現象による政治の停滞、先行きが不透

明な状況が続いています。

１、地域間格差の是正は本当にできるのだろうか。鳥取県は

今以上に置いていかれてしまうのではなかろうか？

１、社保庁の年金問題、あれだけの大事件を起こしながら、

職員の給料、賞与が通常通りとはいかがなものであろう

か。民間企業ならば考えられないことであろうに。

何はともあれ、昨年発足いたしました振興協議会。せっか

く立ち上がった組織ですので、地域の活性化を図るために、

皆んなで意見を出し合い、知恵を出し合いながら、笑顔のあ

る住み良い東西町にしたいものです。

（広報部2月号編集担当：安藤、岡野）

年越しそばづくり

東西町ソフトバレーボー
ル大会（体育部）

えとづくり「悠々講座」

腰は大丈夫かな？

子どもたちはテレビでアニメ観戦

皆さん創作に没頭

いざ、勝負！

布でねずみを作りました


