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会報まち６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

［リサイクルでごみも大

切な資源に生まれ変わ

ります。］

限られた資源を有効

に活用するリサイクル

を推進しながら、ごみの分

別方法、出し方などより深く学んでいただきごみ

の減量化に取り組んでいくため、５月２７日ごみ

の分別講習会をコミュニティ－センターで開催し

109名の方が来場されました。最初に町の方から

町内のごみの現状、ごみの分け方、出し方、ごみ

のリサイクル品、軟質プラスティック（軟プラ）

の種類、諸施策などの説明を受けました。会場か

らは、日頃ごみの出し方で色々困っている点、疑

問に思っていることなど多くの質問がかわされま

した。協議会では、これから地域の皆さんに周知

し環境にやさしい町づくりを進めていきます。

先の総会で新役員が決定したことを受けまして

去る５月１０日第１回の運営委員会を開催しまし

た。その概要についてお知らせします。

○道路補修について

現在地内のあちこちで道路に穴のあいた箇所が

見受けられます。先般区長様にお願いしまして区

内の調査をしていただきました。その結果１２箇

所の補修箇所が確認されました。これを受けまし

て協議会では、６月１日の一斉清掃の後で事業部

を中心に役員で補修作業を実施する予定にしてい

ます。

ごみの分別講習会を開催

第１回運営委員会の内容

○代表焼香について

先般の総会の中で出され、協議会で検討す

ることになっていましたこの件につきまして

は、運営委員会の中で協議を重ねた結果、現

行規約どおり区長様にお願いし、区長様の方

で都合がつかない場合は会長、副会長が代行

することに致しました。

○東西町テレビ組合からの寄付金について

この度テレビ組合の解散に伴って去る５月

１日組合の方から、地域に役立てていただき

たいと寄付金を頂戴しました。

（寄付金 ４０７,３７５円）

協議会では、みなさんに喜んでいただくた

めその有効活

用について検

討していると

ころです。

皆さんの方

で何か良いご

意見があれば

お寄せ下さい。

犬のふんの放置やネコに関する苦情につい

て先の東西町協議会総会でたくさんの発言が

ありました。ごく一部の飼い主の道徳意識の

欠如が、多大な迷惑を掛けています。ペット

の飼い主やこれから飼い主となる方は、特に

次のことを必ず守ってください。

●犬を散歩させるとき必ずふんを持ち帰る。

●犬は放し飼いにしない。

また、「ネコが庭でふんをしていく」「ネ

コがうちの物置に入って困る」など、ネコに

関する苦情も増えています。

室内飼育に努め、室外飼育をする場合には、

自宅の敷地内に柔らかく乾いた砂を敷いた場

所を用意してネコ用のトイレを作るなど、近

隣とのトラブルも減らす工夫をしましょう。

ペットマナーを守りましょう
～総会でも多くの意見がでました～
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日 曜日 ６月の行事
１ 日 ＜一斉清掃 8：00～／一斉ラジオ体操の日 7：50～＞

２ 月 大正琴教室

３ 火 粘土クラフト教室／絵手紙教室／３区サロン準備会

４ 水 謡曲／フラダンス教室／ピアノ教室／写真／福祉委員会

５ 木 パッチワーク／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

６ 金 万寿会軽体操 不燃ごみ・軟プラ

７ 土 ＜野菜市 8：00～＞ ＜魚 11：00～＞ ソフトバレー同好会

８ 日 編み物教室／空き缶ごみ拾い

９ 月

１０ 火 ４区（花はなサロン）／万寿会ＧＧ

１１ 水 フラダンス教室／ピアノ教室

１２ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

１３ 金 ＜検診＞ 料理の会／詩吟クラブ

１４ 土 手打ちそばを楽しむ会／ソフトバレー ＜魚 11：00～＞

１５ 日 囲碁同好会

１６ 月 大正琴教室

１７ 火 粘土クラフト教室／絵手紙教室／万寿会ＧＧ

１８ 水 謡曲／フラダンス教室／ピアノ教室

１９ 木 パッチワーク／スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２０ 金 万寿会軽体操 再生ごみ：軟プラ

２１ 土
＜野菜市 8：00～＞＜わくわくショップ 10：00～＞＜魚 11：00～＞

ソフトバレー同好会

２２ 日 ２区サロン

２３ 月 うたの会

２４ 火

２５ 水 フラダンス教室／ピアノ教室

２６ 木 １区（西町サロン）スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２７ 金 料理の会／詩吟クラブ 資源ごみ

２８ 土
編み物教室／囲碁同好会／あるこう会／ソフトバレー同好会

＜魚 11：00～＞

２９ 日 ＜リサイクル 9：00～＞ [グ：境キックベースボール8：00～]

３０ 月

７月の行事予定

5（土）・26（土） ミニュチュア着物づくり

一斉清掃と一斉ラジオ体操の日

日時 ６月１日（日）

☆ラジオ体操：午前7：50～

健康づくりのためにみんなでラジ

オ体操をしましょう。（体育部）

☆一斉清掃：午前8：00～

きれいな町づくりのためにご協力

お願いします。（事業部）

班長のみなさんは一斉清掃終了報

告と同時にラジオ体操参加人数もお

知らせください。

「東西町さつき祭」

終了しました
４月号で名称を公募したところ、

６名14件の応募がありました。

すでに5月25日に第1回「東西町さつ

き祭（さい）」として開催されまし

た。応募いただきました皆様ありが

とうございました。

リサイクル
６月２９日（日）午前９時～

ごみの減量化と資源の有効利用に

皆様のご協力お願いします。

人手が少なく大

変です、積み込

み等、のご協力

等々、お願いし

ます

（青少年育成会）

義援金の報告

第１回「さつき祭」で中国四川省

大地震による義援金に6,666円集まり

ました。これは日中友好協会を通じ

て寄付いたします。

ありがとうございました。

なお、引き続き振興協議会事務所

に募金箱を置いていますのでご協力

をお願いいたします。
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問題点⑦：汚れたビンはどう

するの？

解決策：洗って出してくださ

い。汚れの落ちない物は不燃

ごみに出してください。

問題点⑧：木の出し方はどう

するの？

解決策：木は二通りの出し方

があります。１つは今まで通

り50センチ四方に切り、指定

のごみ袋をつけて可燃ごみに

出す方法。

もう1つは、葉を取り除い

た木を1週間ほど乾燥させた

ものは軟質プラと同じ扱いに

なりますので指定のごみ袋は

不要です。この方法は可燃ご

みの減量化となります。

分別収集を考える
その４

「80歳になっても20本、自分

の歯を保ちましょう」

毎年6月は、歯の衛生週間

（6月4日～10日）の月です。

年に一度は、自分の歯をみな

おしてみましょう！

私たちの活動は、“食べる”

ことによって支えられていま

す。食べるために無くてはな

らない器官が“歯”です。し

たがって、歯は私たちにとっ

てとても重要なものなのです。

歯の手入れのポイントは、

●食べたら磨く

●歯ブラシはこまめに取りか

えよう

●食事はおやつを食べる時間

を決めましょう

●おやつは、糖分の少ないメ

ニューに

●子どもは３～４ヶ月、大人

は半年に１回は歯科検診を

受けましょう！

ケーナ教室は月1回～2回の練習会を

開催しています。皆さんもどうぞ。

こんにちわ！
前田保健師です

トールペイント教室（5月10日）

講師：内田さん（1区5班）

新鮮な野菜市（4月21日）

新鮮な魚に、どれにしようかな

開店と同時にたくさんの人が

6月のつどい

わくわくショッ

プは、6月は21日（土）10：00

～11：30です。新鮮なものや

掘り出しものが多数。鮮魚販

売は11:00からです。

今まで、東西町では、ｼｮｯﾋﾟ

ﾝｸﾞｾﾝﾀｰや縫製工場、農協支所

などが相次いで廃業や撤退し

ました。そうした中で誕生し

た東西町の女性ｸﾞﾙｰﾌﾟによる

わくわくショップ。みんなで

大いに利用し、大切に育てま

しょう！

ちょっと冷やかしにでも寄っ

てみてはいかが。

ヤッター見つけたあ～

たけのこ堀り（青少年育成会）

ぼくたち、わたしたち新1年生です

さくら記念植樹（青少年育成会）

つどいわくわくショップ 5月17日
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編集後記 ～春に想う～

＜記念植樹＞

今年も新1年生の記念植樹が行なわれました。緑化に役立て、

樹の成長を楽しみに9人の新1年生とともに大切に育てて行きた

い。そして、育ってほしいと思います。

＜つどいわくわくショップ＞

魚の移動販売、野菜市、つどい内の販売品。盛況ですが今回

展示スペースに展示が無かったのが残念でなりません。限られ

たスペースですが粘土細工、製作小物、絵画、書画、写真など

展示があればと思いました。作品は見て頂いて初めて生きると

思います。企画を長続きさせるにも皆様の参加が必要です。是

非参加お願いします。

＜歩きませんか＞

緑美しいこの頃、一際眺めが良い西町の高台へ出掛けません

か。郵便局前のしんどい坂をゆっくり上るとバッチリ見晴らし

の良い空間へ。大山を横目に木々に囲まれた静かな道を小鳥の

声を聞きながら一回り。そこで見えるのは、ほぼ東西町全域と

大山の裾野。別名、伯耆富士と同じ目線に立てる別天地なので

す。やはりお勧めは･････夜明け前の空の色と大山でしょうか。

早起きをして、是非、徒歩で。

（広報部６月号編集担当：門脇、和田）

西伯小学校あったかボランティア募集
西伯小コミュニティ・スクール推進委員会では、

子どもたちのよりよい育ちや、学びの環境づくり

のため地域の方の力を募集しています。

ボランティアの内容は、さわやかあいさつ広げ

隊、読み聞かせボランティア、図書室支援ボラン

ティア、学校そうじボランティア、草取りボラン

ティアです。

問い合わせは西伯小学校事務局（66-4101）まで。

大谷政明（1区3班）

ここ数年間本当に心が痛む事件が多い。その多

くが、未成年が引き起こした事件である事を思うと、

何故そんな事をしたのか？と心が痛むと同時に、被

害者の方は勿論の事、加害者の親の心境も考えると、

なんともやり切れない気持ちになります。

原因がどうであれ、もはや犯人探しの段階ではな

く、これ以上の悪化を防止する為に具体的にどのよ

うな手を打たないといけないかを、誰もが他人事で

なく真剣に考える事だと思います。

私なりに「人権」について考えてみました。うま

く言えませんが、一人称として考えると自分の権利

を守るということ。これを二人称の立場で考えると

相手の人権をどう守るかになります。

簡単に言えば「思いやり」ということになると思

います。最近の子供達は「権利」（主張）のみが多

く、「義務」についてはあまり考えていないのでは

と感じます。それを教えていかなければならない私

達大人も、他人の人権を考慮しない考え方がはびこっ

ているのではないでしょうか。

●詩吟クラブ

（代表 松本十三穂）

大声を出すことは健康保持

の秘訣です。大声で歌う詩吟

クラブに参加しませんか。

指導者：長田吉太郎

活 動：毎月第２、４金曜日

13：30～15：00

会 費：1,500円／月

●西伯写光会

（代表 中橋行雄）

写真クラブです。一緒に写

真を楽しく撮りましょう。

指導者：門脇正八

会 費：500円／月

年間活動：毎月第１水曜日

午後7時30分～

（毎月撮影会あり）

私の意見（投稿コーナー）

新サークル紹介

中橋行雄さん（1区2班）

中橋さんの写真が今年6月3日～9日まで、

東京銀座ギャラリーにおける新協会員の選抜展に

出展されています。10月にも東京都美術館（東京

上野）で出展が予定されています。

15年前より新協美術会会員として活躍中。

東西町の芸術家たち

朝の小学生バス乗車の様子

つどいを待合に貸せてもらっ

ています


