
第 ９号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２０年４月１日

1

会報まち４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

第10回の運営委員会を3月8日に開催しました。

その概要についてお知らせいたします。

○振興協議会総会について

協議会では、総会を4月１３日（日）に予定しています。本年度もいよいよ余すとこわずか

となり現在総会に向けての事務作業や業務分担について話し合いをしました。

○地域づくり計画のグループ協議について

協議会では、地域づくりに向けて役員を中心に５グループ（１、生活基盤、２、暮らし・環

境、３、地域活動、４、健康・福祉、５、交通・防犯）に分かれ第1回のグループ討議を4月

20日に予定しています。

○地域防災マニュアルについて

先の運営委員会で緊急時の連絡体制、災害危険箇所調査を行いました。これを基に地域防災

マニュアルのたたき台をつくり、現在役員で検討していただく様にお願いしています。

○香典の取り扱いについて

先般、地域づくり座談会の中で香典返しや班単位で拠出する弔意金についての意見が出され

ました。このことを受けて運営委員会で議論し規約改正を次期総会に諮ることにしました。

○コミュニティーセンターの管理について

コミュニティーセンターをもっと身近に使いやすいようにしてほしいという声がありまし

たので現在管理を万寿会にお願いする方向で調整を進めています。

コミュニティーセンター横の駐車場は従来一部電柱が占用し

駐車に不便でしたが、３月４日～５日にかけて施設側に移設し

ました。これにより駐車スペースも広くなり利用し易くなりま

した。また、あわせて水たまりや草の防止のため砕石を敷きな

らしましたのでご利用ください。

ため池のフェンスが壊れていて危険なため、一時的な

防止策として３月２４日にロープと立ち入り禁止の看板

を取りつけました。現在改善について町に行政要望で提

出しています。

ため池フェンスにロープ、看板設置

駐車場が広く利用し易くなりました

運営委員会の会議内容

東西町地域振興協議会総会 日時：４月１３日（日）９時３０分より
場所：東西町コミュニティセンター
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日 曜日 ４月の行事
１ 火 監査会／粘土クラフト教室

２ 水 交謡会／健康フラダンス教室／ピアノ教室

３ 木 ふふ布の会／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

４ 金
万寿会ゲーム＆体操／狂犬病予防注射13：30～14：00

＊不燃ごみ・プラ

５ 土 子供会総会／編み物同好会／銭太鼓

６ 日 ＜農業体験：じゃがいも植え付け10：00～＞ 囲碁同好会

７ 月 大正琴教室／ケーナの会と楽器を持っている人の集い

８ 火 さだ穂の会

９ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

１０ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

１１ 金 たのしいかい／詩吟クラブ

１２ 土

１３ 日 ＜東西町地域振興協議会総会＞ 空き缶ごみ拾い

１４ 月 うたいま唱歌

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

１７ 木 ふふ布の会／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

１８ 金 万寿会ゲーム＆体操 ＊再生ごみ：乾・螢・プラ

１９ 土 つどいわくわくショップ9：00～／銭太鼓

２０ 日 地域づくり部会 ／囲碁同好会／喜楽会

２１ 月 大正琴教室

２２ 火

２３ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

２４ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２５ 金 たのしいかい／詩吟クラブ ＊資源ごみ

２６ 土 万寿会／編み物同好会／歩こう会

２７ 日 万寿会総会／新1年生記念植樹10：00～【青少年育成会】

２８ 月

２９ 火 囲碁同好会

３０ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

５月の行事予定
２４（土）お花とあそぼう【文化部】

２５（日）東西町５月まつり（仮称）【文化部】

東西町振興協議会総会
日時 4月13日（日）

午前9時30分～

場所 東西町コミュニティセンター

良い町づくりに向けて前向きな

ご意見をどんどんお願いします。

名称を公募します

これまで毎年公民館祭とい

う名称で開催してきましたが、

新たな名前を募集します。今

年も５月に開催の予定です。

元気のでるユニークな名前を

つけてくださいね！

住所・氏名を記入の上、協議

会まで投函お願いいたします。

締め切りは4月15日です。

楽器を持っている人集合！

家に楽器が眠っている、何

年もやっていない、１人でさ

びしく演奏している、という

人はおられませんか。皆で一

緒に練習しましょう。

日時 4月７日（月）

19：30～20：30

場所 つどい

代表 3区1班 西田成子

同時にケーナの会の第２回

目の練習会を行います。

指導：船越洋明

コミュニティセンター
毎月 第１土曜日 9：00～18：00

毎週 月曜日・水曜日 13：00～18：00

コミュニティセンターに黒木事務員が駐在してい

ます、お気軽にお立ち寄りください。

なお、4月5日（土）は都合により不在になります。

ごみの分別収集について

今月から軟質プラスチックの

収集回数が増えました。可燃ご

みの減量化と資源のリサイクル

にご協力ください。
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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。

3区2班 東町226 佐伯曜子

（総務部）

問題点③：傘、座いす、スピー

カーがそのまま出してある。

解決策：布や木等が混ざってい

る物は別々に分解して、それぞれ可燃ごみと不燃ごみに出して

ください。

問題点④：油ビン、汚れたビン、さび付いた缶、犬猫用缶につ

いてどうするの？

解決策：油ビン、汚れたビン、さび付いた缶は不燃ごみに出し

てください。また犬猫用缶も洗いにくく、きれいにならないの

で不燃ごみでも良いです。

分別収集を考える
その２

今年は9人の新入生です。将来の夢と保護者

から一言いただきました。順不同です。

・船越翔太（ふなこししょうた）（4区2班）

夢：博士になって骨の化石を見つける。

保護者より：翔ちゃん入学おめでとう。色々な事に興

味をもって楽しみながら毎日を送ろうね。夢にむ

かって翔いていこう！

・門脇直大（かどわきなおひろ）（1区1班）

夢：かき氷屋さん

保護者より：今年１月に転入してきました。本人も小

学校を楽しみにしているようです。元気で楽しい小

学校生活を送ってほしいと思います。

・森山 遥（もりやまはるか）（2区2班）

夢：ウｴイトレス

保護者より：まだまだ分からない事が多いので、いろ

いろ教えて下さい。よろしくお願いします。

・田辺健太郎（たなべけんたろう）（2区5班）

夢：クッキー屋さん

保護者より：いろんな行事に参加して、いろんな面で

ひとまわりもふたまわりも大きくなってほしいです。

東西町の新一年生です。よろしくお願いしマース！

・細田泰士（ほそだたいじ）（1区1班）

夢：サッカー選手

保護者より：これからいっぱい友達をつくって楽し

く学校に通ってね。入学おめでとう！

・青戸惣平（あおとそうへい）（2区1班）

夢：サッカー選手

保護者より：米子の保育園に行っており、こちら

の方にはまだお友達もいないんですが、これから

きっとたーくさんできると思います。

・船越好夏（ふなこしこのか）（1区2班）

夢：保母さん

保護者より：三兄弟の末っ子で、一番のしっかり

者です。

・吉村龍介（よしむらりゅうすけ）（2区1班）

夢：けいさつかん

保護者より：元気に楽しく学校に通って、たくさん

の友達ができるといいね。

・門脇真子（かどわきまこ）（3区3班）

夢：スケート選手

保護者より：真子ちゃん入学おめでとう☆

待ちに待った1年生！いろんなことに挑戦して楽

しいことをたくさん見つけてね。
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編集後記

「地域振興協議会は、何をしているの？」という疑問をよく

投げかけられましたが、最近はほとんど聞かなくなったように

思います。みなさんはどのように感じておられるでしょうか。

外見からは見えないさまざまな課題がありますが、会長を中心

に六つの部があり、それぞれ会合を開き、話し合いをされてい

ます。

一方、住民の方にも参加していただくために、区ごとに会合

が開催されました。中でも1区では、班の再編成問題が取り上

げられ、班はそのまま存続し、理事は別に選出することになっ

たそうです。

いきいきサロンも、新年度から区単位で運営することになり

ました。発足して約９ヶ月、何よりも、みなさんが身近な問題

を話し合う場ができたことが、とても有意義であると思います。

ここにきて、一歩ずつ、何かが見えてきたように思います。ど

のような地域にすればよいのか、できる、できないではなく、

先ず、みなさんの思いを語り合い、住みやすいまちにしたいも

のです。 （広報部４月号編集担当：五丁、林原）

いよいよ4月19日からわく

わくショップがオープンしま

す。チラシを全戸に配布して

いますのでご覧ください。きっ

と何か、わくわくすることが

見つかると思います。どうぞ

出かけてみてください。

【2月号～3月号まちでお知ら

せしていました時間とは変更

になりました】

○毎月第3土曜日９時～12時

に変更

○商品持込時間

前日の午後３時～５時

○商品引取り時間

閉店後１２時～１時

※ 朝取れ鮮魚がやってくる！

4月5日から毎週土曜日、午

前11時～12時に境港からの鮮

魚の直行便が「つどい」にやっ

て来ます。ご期待ください。

つどいわくわくショップ
のお知らせ

今回初めて夢の４卓が実現

しました。受付時にクジで卓

順を決めゲーム開始。制限時

間制で1回戦毎に集計し卓順

を決め3回戦で終了です。

賑やかでとても楽しい大会で

した。年に1回しか会わない

けど回数を重ねるごとに気心

が知れ、楽しい輪が広がって

いきます。

優勝 3区4班 浪花

2位 2区2班 岩尾千

3位 4区1班 富永

ふれあい麻雀大会
（文化部）

今年度最後の行事になった苔

球づくり教室（3月15日）

伯耆の国の藤友久美子さんに

教わりながら、9名の参加者

は今話題の癒しの苔球作りに

熱中しました。

「悠々講座」

高齢者対象自力整体教室

3/1（土） （文化部）

「自分の体重を利用しながらっ

と････痛気持ちいい」

苦情が寄せられています

ペットについて
最近ペットの糞等について

苦情が多く寄せられています。

放し飼い、糞の置き去り
等しないようにしましょう。

見かけたら注意しましょう。

車について
「大きな音をさせてスピー

ドを出して走って行く車があ

る」という声があります。

東西町内は徐行をお願いし
ます。特に早朝や深夜は空ふ

かし等の音にも注意しましょ
う。

3/16リサイクルがんばりました


