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会報まち5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

初めての振興協議会総会で多くの意見

中本会長の挨拶

本日は会員の皆様

方にはご多忙にもかかわらず、ご出席戴きましてありがとう御座いました。

昨年までは、自治会、公民館とそれぞれが活動を行ってきましたが、7月

に新たに東西町地域振興協議会として生まれ変わり本日ここに第1回の総会

を迎える事ができました。これも一重に皆様方のご理解とご協力の賜物と

厚くお礼申し上げます。

さて急速な社会情勢の変化に伴って地域が抱える課題も増加傾向にあり、

協議会としての役割、期待も高くその重責をひしひしと痛感しているとこ

ろであります。もちろん役員だけでは限界が有ります。地域の皆様方と一

緒になってこの課題に取り組んでいく必要があります。そのためには、誰

もが自分たちの住む町、地域をより住みやすくするために、何をどの様に

すれば良いか、一人ひとりが考え自分達の地域は自分達でつくるという意

識を持っていただく事と、行動に移すことであります。自分達の地域に誇

りと愛着を持ってみんなで力を合わせて実践していけば、住みやすい地域

の実現につながってきます。

協議会も発足して9ヶ月、まだまだ不備の点、要望に応えきれない面も色々

あろうかと思いますが、役員も一生懸命に頑張っています。１つ１つの問

題点を改善し皆さんに喜んでいただき、活力溢れる豊かな東西町を目指し

て参りたいと考えておりますので、叱咤激励を賜りますようお願い申し上

げ開会のご挨拶とさせていただきます。

4月13日、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となってはじめ

てとなる通常総会が総会員数411名

のうち120名が出席し（委任状は171

人）開催されました。

中本会長のあいさつの後、19年度

の事業報告、決算及び20年度事業計

画、予算、規約改正、役員改正等が

提案され拍手で承認されました。

総会では延べ16名の方の質問、意

見がありました。

主だった質問は次のとおり。

＜19年度に関して＞

・納税組合加入状況と班への助成金

について

・地域づくり計画の進捗について

・敬老会の不参加者について

・可燃物回収について

・不燃物出し方と立ち番について

＜20年度に関して＞

・ごみ対策について

・ふんなどのペットマナーについて

＜規約改正に関して＞

・代表焼香は会長とするような規約

改正について

これらに対し執行部から、納税組

合については加入者人数分を班費に

支出しているので、班の話し合い経

費に有効に使用されたいこと、地域

づくり計画は20年度も継続すること、

敬老会は運営等について配慮したい

こと、ごみ問題は啓発に力をいれ6

月に講習会を開催すること、ペット

マナーは住民啓発をすること、など

答弁がありました。

20年度の新役員について承認さ

れた後、規約改正では、理事の選出

について班から選出されていたもの

を21年度から区から選出するように

改めること、葬儀後の会葬礼状を出

さないことに加え香典返しも同じ扱

いとすること、死亡弔慰金と災害弔

慰金についてそれぞれ基本弔慰金と

拠出弔慰金であった

ものを一本化するこ

とについての内容で

した。意見のあった

会長の代表焼香の件

は検討することとな

りました。

続いて、長年の環境美化活動につ

いて万寿連合会代表の折戸さんに感

謝状が渡されました。

また、退任される理事、班長へ記

念品が贈呈された後、1区新区長の片

山区長が新役員を代表して挨拶され

ました。

こうして、9時30分から始まった総

会は12時35分に終了。

総会後の懇親会では東西町のまち

づくりで大いに盛り上がりました。
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日 曜日 ５月の行事
１ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２ 金 万寿会軽体操 ＊不燃ごみ・プラ

３ 土 魚休み

４ 日

５ 月 大正琴教室

６ 火 粘土クラフト教室／絵手紙教室

７ 水 謡曲／フラダンス教室／ピアノ教室／写真クラブ

８ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室／パッチワーク

９ 金 料理クラブ／詩吟クラブ

１０ 土 ＜トールペイント教室＞ 魚

１１ 日 空き缶ごみ拾い

１２ 月

１３ 火 ４区サロン

１４ 水 フラダンス教室／ピアノ教室／ケーナの会

１５ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

１６ 金 万寿会軽体操 ＊再生ごみ・プラ

１７ 土 ＜つどいわくわくショップ＞＜野菜市＞ 魚

１８ 日 大正琴教室

１９ 月 大正琴教室

２０ 火 粘土クラフト教室／絵手紙教室

２１ 水 謡曲／フラダンス教室／ピアノ教室

２２ 木 西町サロン／スポーツダンス／ピアノ教室／食生活

２３ 金 料理クラブ／詩吟クラブ ＊資源ごみ

２４ 土 ＜お花とあそぼう＞ 歩こう会 魚

２５ 日 ＜第1回東西町5月まつり（仮称）＞

２６ 月 うたいま唱歌

２７ 火 ２区サロン

２８ 水 フラダンス教室／ピアノ教室

２９ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

３０ 金

３１ 土 魚

６月の行事予定
１（日）町内一斉清掃 8：00～【事業部】

１（日）東西町一斉ラジオ体操の日8：00～【体育部】

（未定）ごみの出し方説明会

トールペイント教室

日時：5月10日（土）

9：00～11：30

場所：つどい

講師：内田泉さん（1区5班）

参加料：大人500円 子供無料

申込：5月7日までです

準備品：ドライヤー、エプロン

５月２５日（日）

第１回 ５月まつり（仮称）開催

今年も作品展示、即売会、あそび

の広場等企画中です。

チラシを全戸にお配りしますのでご

覧いただき、是非お出かけください。

お花とあそぼう

日時：5月24日（土）

午後2時～

場所：コミュニティセンター

講師：杉谷早苗さん（1区5班）

対象：小学生・中学生・高校生

参加料：無料

申込：5月15日までです

コミュニティセンター

5月3日（土）不在になります

サークル名をわかりやすく

予定表に載せている定例会のサーク

ル名の記入方法をどなたが見てもわ

かりやすいよう一部変更しました。

活動は今までどおりです。

別紙の活動一覧表をご覧ください。

応募ありがとうございました。

５月まつり（仮称）の名称に６名

の方から応募いただきました。あ

りがとうございました。ただいま

協議中です。お楽しみに！

町内一斉清掃と一斉ラジオ体操の日

日時：6月1日（日）午前8：00～

きれいな町づくりと健康づくりの

日にご協力お願いいたします。

後日回覧でお知らせいたします。



よりよい町づくりに向けて、

振興協議会の役員を中心に地

域づくりのグループ会議を開

催しました。「生活基盤部」

「暮らし・環境部」「地域活

動部」「健康・福祉部」「交

通・防犯部」の５つの分科会

に分かれて東西町の問題点を

話し合いました。

貴重な日曜日でしたが、真剣

に町づくりについて議論して

いただきました。次回はその

問題点に対する解決策を話し

合います。
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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。

1区1班 久城達也 西町50

2区3班 安部友紀 東町162

2区5班 西古美幸 東町4-18

（総務部）

問題点⑤：ダンボール、新聞

紙、雑誌が混ざって出してあ

る。

解決策：それぞれ別々にして

ください。

問題点⑥：ガラスがダンボー

ルに入れて出してある。

解決策：壊れたガラスは新聞

紙にくるんで出してください。

地域づくり計画部会 4月20日 ～5つのグループに別れ熱心に議論～

昨年の7月30日に会員からポ

プラの壁（郵便局側）で見通

しが悪く危険であると要望書

が提出されました。それに基

づきポプラ本部に壁の一部を

撤去していただくよう要請し

ましたが、話し合いにならず、

警察、交通安全協会にも相談

しましたが一向に進まず、役

場へ行政要望として提出しま

した。

役場の努力により、やっと4

月11日に撤去の許可を得まし

たので、早速15日に撤去作業

を行いました。

見通しが良くなりましたが、

あくまでも交通規則を守り横

断歩道を渡っていただきます

ようお願いします。

ポプラの壁が一部撤去
されました

生活基盤部会

佐野川と吉持家
１区１班 大槻美冬（小６）

3月1日「佐野川と吉持家」

シンポジュームがありました。

吉持家が長者原（伯耆町）の

田に日野川から水を引くため

に、240年もかけてやっと完

成したそうです。

私たちはプラザで2時間ほ

ど話しを聞いた後、バスで長

者原まで移動しました。そこ

から長ぐつをはいて佐野川べ

りを歩き、途中で暗いトンネ

ルを通りました。

水の中に入りジャブジャブ歩

きましたが、コウモリが出る

と聞いたのでビクビク下を向

いて歩きました。全部で３㌔

歩きました。

トンネルの岩をたたいてみ

たら、かたくて昔はドリルな

んてなくて手作業だったから

大変だったんだそうです。

子供会でみんなで体験した

らいいなと思います。

４月から全ての可燃ごみが有

料になりましたので、必ず指

定のごみ袋をつけてください。

★木片等は50センチ四方に切っ

てください。

★ジュータンも50センチ幅に

切ってください。

★布団等も全て町指定のごみ

袋を使ってください。基本的

にはごみ袋に入れてください。

ごみ収集場所に回収されな

いで残っているものが見かけ

られます。

もう一度出す時に確認しま

しょう。また、未回収物がな

いかお互いに注意しましょう！

分別収集を考える
その３

庭木、剪定枝にも
ごみ袋を

暮らし・環境部会
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編集後記

振興協議会総会では出席者が120名を数え、また延べ16名の

方々の質問、意見も寄せられ、例年以上に熱気を感じ振興協議

会への期待を感じました。

昨年、自治会と公民館から振興協議会へと脱皮したわけです

が、今までも、そしてこれからも東西町のまちづくりをずっと

続けることには何も変わりがありません。誰かがしてくれる、

あの人に任せておく、とか、誰かのせいにして批判したり、何

もしてくれないと文句ばかりいっても何も前に進みません。

東西町は私たちがずっと住み続ける地ですから、だれもが仲

良く、みんなで話し合い、仲間づくりのできる住みやすい地域

にするために、一人ひとりができることを息長く活動をするこ

とが大切ではないでしょうか。協議会行事にちょっと参加して

いただくだけでもすばらしい活動のひとつだと思います。

ふと、16年前、長女の西伯小学校入学式に、担任の先生が緊

張した子どもたちを前にして「クラスのなかま」と大きな字で

黒板に書かれたことを思い出しました。東西町の「なかま」と

いう気持ちがもっと広がるように、広報部の新役員一丸となっ

て、活動しなければと改めて決意した次第です。

（広報部５月号編集担当：広報部長 谷口）

広報部の新メンバー

東西町で女性グループによる初めての手づくりショップ（代

表：阿部さん（1区1班））が「つどい」内に開店しました。

家庭で眠っていた服、かばん、皿などの日用品を持ち寄った

リサイクル用品や町内産の米や醤油、焼きたてのパンなど手づ

くりで安心な食料品も多数出品されていました。

また、念願の境港から朝の取れたて直送の鮮魚移動販売車が

登場。魚を買う人で賑わいました。

お孫さんと一緒の樋口さん：「見せてもらうだけで楽しかった。

我が家にも家庭品があるので、出品したい。孫は頭脳ゲームを

買いました。」

同時に門脇正八（1区1班）

写真ﾐﾆｷﾞｬﾗﾘー も併設されました。

次回をお楽しみに････。

＜わくわくショップは毎月第3土曜

日です。時間は5月から

10：00～11：30となります＞

＜朝取れ鮮魚は、毎週土曜日午前11

時～11：30に境港からの直行便＞

朝取れ鮮魚、わくわくショップとも時間が変更になっています、試行錯誤

でやっていますのでご迷惑をおかけしますがお間違いのないようお願いし

ます。お早めにお越しください。

今まで広報部役員は兼務で

活動していましたが、20年度

の総会で専任の新しい広報部

役員が承認されました。13名

の新メンバーで会報「まち」

をお届けします。

「まち」を可愛がってくださ

い。どうぞよろしくお願いし

ます。

1区1班 門脇正八

1区2班 和田省三

1区5班 内田 泉

2区1班 吉村一郎（副部長）

2区1班 岡野ますみ

2区1班 青戸宏幸

3区1班 岸 喜美

3区3班 谷口秀人（部長）

3区3班 土江一史

3区5班 生田允昭

4区2班 桑名 強

4区2班 糸田かよ子

4区4班 高柴武司

つどいわくわくショップ盛大に開店 4月19日

こんにちわ！

東西町地区担当保健師の

前田です

6月13（水）東西町コミュ

ニティセンターで検診が行わ

れます。

①生活習慣を振り返り改善す

るきっかけになります。

②病気を早期発見し早期治療

につながります。

年に1回は必ず受けましょう。

詳しくは健康福祉課66-5524

までご連絡ください。

毎週土曜日の魚直行便

わくわくショップ店内


