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会報まち10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

先般各区から出されました行政要望につきまし

ては、8月28日に運営委員会を開き、町の来年度予

算編成に向けて最終取りまとめを行い、この度町

に提出しました。また、これにあわせ国道180号線

バイパス工事に伴う運動公園についての要望も地

域の声をより反映していただくよう、協議会とし

ての基本的な考えをまとめ合わせて提出しました。

可燃ごみ減量化については、皆様方のご協力に

より、おかげさまで昨年度と比較して徐々にでは

ありますが減少傾向にあります。しかしながらま

だまだ目標数値の5％削減に達しません。そこで、

これまでの各区ごとの検討委員会の検討結果を参

考にしながらさらにエコ意識を高めていくために、

新たに地域あげてのエコ推進運動を取り組むこと

にしています。この運動は、軟質ごみ、ざつ紙搬

入者にポイントを付与し、そのポイントに応じて

特典を還元していくものです。現在具体的な方法

について検討を進めています。

2区3班の坪内さん宅前の防犯灯が、枝にさえぎ

られ夜間非常に見通しが悪く、防犯、歩行に危険

であるということで、この度役員並びに細田さん

の協力をいただきまして雑木の伐採作業を行いま

した。この防犯灯は、丁度道路のカーブに据え付

けてあるため照明範囲が狭いので、この度見通し

の良い遠藤有さ

ん宅内の電柱に

移転することに

しました。

平成21年度の行政要望を町に提出

可燃ごみ減量化にポイント制を導入

先日、南部町北方にある農地20ａを借り受けソ

バ作り同好会が蕎麦の種まき作業を行いました。

これは阿賀の景山様からのご好意により同好会に

呼びかけたものです。当日は、あいにく雨降り模

様で田がぬかるんでいましたが、バケツ、袋を持

ちながら一定間隔を保ち交代で種をまいておられ

ました。1ヶ月たった今では順調に育ち、満開の

花を咲かせています。会員の皆様も年末の年越し

そばづくりを楽しみにしておられます。

これまで皆様方から出されました日常の生活課

題や地域振興策をまとめていくため、去る7月か

ら9月にかけまして地域づくりプロジェクト会議

を開きました。会議の中では、皆さんの提案を基

に課題をどのように改善していくのか、さらには

将来に向けての地域振興はどうあるべきか、夜遅

くまで話し合いがもたれました。これにより、ほ

ぼ方向性が出されましたので、今後は、地域で取

り組んでいかねばならないもの、町にお願いして

いくもの等実施主体別に分類し、計画目標年次を

振り分けていく作業に取り組みます。

農家と交流しながらソバづくりを実践

2区3班の防犯灯を移設

地域づくり計画の経過
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日 曜日 １０月の行事
１ 水 謡曲／フラダンス／写真

２ 木 パッチワーク／ピアノ／スポーツダンスサークル

３ 金 運営委員会／万寿会軽体操 ＊不燃・家電リサイクル・軟プラ

４ 土 子供銭太鼓／ソフトバレー

５ 日 ＜天津運動公園清掃7：30～＞ 編み物／4区応援練習

６ 月 大正琴／健康増進委員会

７ 火 粘土クラフト／絵手紙

８ 水 フラダンス／ピアノ

９ 木 ３区さんさんサロン／ピアノ／スポーツダンス

１０ 金 料理クラブ／詩吟

１１ 土
＜野菜市8：00～＞ 運動会責任者打ち合わせ会19：30～

手打ちそばの会／ソフトバレー

１２ 日 ＜第29回運動会9：00～＞ 空き缶ごみ拾い

１３ 月

１４ 火

１５ 水 謡曲／フラダンス／ピアノ

１６ 木 ピアノ／スポーツダンスサークル

１７ 金
万寿会軽体操

＊古紙・再利用ビン・ペットＢ・発泡・軟プラ・電池・蛍光

１８ 土 ＜つどいわくわくショップ10：00～＞

１９ 日 ＜南部町町長、町議会議員選挙＞

２０ 月 大正琴

２１ 火 絵手紙

２２ 水 フラダンス／ピアノ

２３ 木 ピアノ／スポーツダンスサークル

２４ 金 料理クラブ／詩吟 ＊缶・ビン

２５ 土
＜野菜市8：00～＞＜ごづ釣り大会＞

編み物／歩こう会／ソフトバレー

２６ 日 ＜秋の一斉清掃8：00～とラジオ体操の日7：50～＞ ２区サロン

２７ 月 うたの会14：30～

２８ 火 粘土クラフト／カラオケ同好会

２９ 水 フラダンス／ピアノ

３０ 木 パッチワーク／万寿会

３１ 金

１１月の行事予定 16(日)悠々講座「津軽三味線」コンサート【文化部】

1(土)異世代間交流グラウンドゴルフ大会【体育部】 16(日)西伯小学校リサイクルへ協力【青少年育成会】

9(日)ソフトボール大会【体育部】 30(日)ツリー設置【青少年育成会】

ごみ収集の表示を変更します

会報で毎月お知らせしていま

すが、今回配布された分別表に

合わせて表示を変更します。

＊ごみの搬入時間を守りましょう。

止む無く時間外に出される時は必ず

氏名の記入をお願いします。

ごず釣り大会

日時 10月25日（土）

8：00にコミュニティセンター

に集合して下さい。

場所 大崎港周辺

参加料 家族単位で申し込んで

ください。（えさ代込み）

1名500円 2名700円・・

釣具、昼食、お茶等は各自でご

準備ください。美味しい豚汁を

準備します。

10月20日までに協議会に申し込

んでください。

異世代間交流

グラウンドゴルフ大会

初めての方でもすぐに試合ができま

すので、みなさんご参加ください。

日時 11月1日（土）午前9時～

場所 天津運動公園

対象 小学生以上

申込 10月26日までに連絡お願

いします。

ソフトボール大会

日時 11月9日（日）8：30開会

場所 天津運動公園

小学生チームから色々な団体を

作って参加してください。

参加料 慰労会参加の男性 300円

申込 11月1日までにお願いしま

す。個人での申し込みも受付ま

す。
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昨今の景気の低迷、物価の高騰など消費生活の

負担が増大してきています。このことから、でき

るだけ負担を軽減し、当地により多くの方々に移

り住んでいただけるような住みよい環境づくりを

図るため、現在新入会員の方より入居時に40,000

円を納入していただく財産取得基金の見直しを検

討しています。

財産取得基金の見直しを検討

問題点⑨：スプレー缶に穴が開けてない。

解決策：必ず全てのスプレー缶に穴を開けて資源

ごみに出してください。

問題点⑩：不要な消火器はどうするの？

解決策：収集対象外ですので専門業者に出してく

ださい。

※分別表が新たになりましたので、間違いのない

よう出してください。

分別収集を考える その６

～第2回東西町敬老会～

小学生からもお祝いの言葉

9月7日（日）午前10時より東西町コミュニティ

センターにおいて、坂本町長及び地元町議の細田

議員、杉谷議員を来賓にお招きして、第2回東西

町敬老会が盛大に開催されました。来賓の祝辞に

続き、西伯小学校の国本恭平君（2区1班）と大槻

美冬さん（1区1班）から心のこもったお祝いの言

葉を聞き、出席者の皆さまも今日まで長生きして

良かったなあと感動されていました。

合唱や寸劇などで場内は盛り上がりました

今年のアトラクションは東西町地区の同好会の

友情出演で、子供銭太鼓や健康フラダンス教室、

特に、うたの会による「青い山脈」など出席者全

員での大合唱は盛り上がりました。続いて、3区

区長佐伯さんと3名の有志による水戸黄門の寸劇

は場内が大爆笑に包まれました。また、昨年も好

評だった細田さん（3区5班）のマッサージサービ

スは今年も大人気でした。

これからも元気で長生きで

今年の出席者は昨年より20名も多く（敬老対象

者160人中70名の出席）、多数の出席を頂き誠に

有難うございました。これからも出来るだけ色々

な行事に参加され、楽しく元気で長生きして頂き

ます様ご祈念申し上げますと共に、今回出席され

なかった方も、是非来年は出席されます様お待ち

しています。最後に準備等でお世話頂きました役

員スタッフの皆様に厚く御礼申し上げます。

福祉部長 高野俊明

「楽しく元気な敬老会」

「いつまでもお元気で。」

国本恭平君（左）と大槻美冬さん（右）

ご存知、水戸黄門一座

会場みんなで大合唱 ～うたの会～
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＜編集後記＞

澄み渡った青空に頭を垂れた稲穂が似合うこの

頃です。まさに「天高く馬肥ゆる秋」到来ですが、

この言葉の語源は、中国北西部の農民のことわざ

で秋になると草を食べて元気になった馬に乗って

略奪に来る蒙古人に対する警戒心を伝えたものと

されています。

今風に考えると、秋の味覚を食べ過ぎて「メタ

ボリックシンドローム」にならないように・・・

とでもいえましょうか？秋の夜長、適度な運動と

腹八分目、規則正しい生活で健康生活を送りましょ

う。

また、9月7日には東西町敬老会（第2回）が盛大

に開かれ、子供たちからのお祝いの言葉、各同好

会の皆さんのアトラクションの熱演など地域あげ

て手作りのお祝いになりました。

お年寄りが元気で安心して、子供たちがはつらつ

と安全で、皆が笑顔で話が出来る地域でありたい

と願っています。

（広報部10月号編集担当：桑名、生田）

健康福祉・ボランティアフェスティバルを開催

します！

ぜひご参加くださ～い！！

●日時：11月2日（日）9：00～15：00

●場所：西伯病院及び南部町健康管理センター

「すこやか」

●内容：健康ウｵーク、健康体験コーナー、料理教

室など様々な健康に関するコーナー等

※詳しくは、10月2日発行の情報なんぶをご覧下さ

い。

こんにちわ！保健師の前田です

「初めてのホールインワン」

去る9月18日（木）ニュータウン喜楽会、本年

第3回目のコンペが大山平原ゴルフ場で行われま

した。9名の参加者により小雨まじりの曇り空の

下、競技が行われました。16番ホール、164ヤー

ドで未踏のホールインワンを達成されたのは喜楽

会会長：高野俊明さん（76歳）（3区2班）でした。

高野さんは、30歳の頃からゴルフを始めて以来46

年間で初めての快挙でした。

喜楽会は、平成6年4月に結成されて14年、現在

会員数13名と少人数ですが、年5回のコンペがあ

り和気藹々で楽しんでいます。みなさんも一緒に

ゴルフをやりませんか？皆様のご入会を心からお

待ちしています。

申込は高野さん（3区2班）又は、東西町地域振

興協議会まで。

ニュータウン喜楽会（ｺﾞﾙﾌ同好会）

「我が家の減量化作戦」のアイデア
４区では、減量化のアイデアを募集されました。

何点か紹介しますので、参考にしてください。

①台所生ごみは角を切ったビニール袋に入れてしっ

かり水きりする。

②庭木の木枝は天日で乾燥させてから出す。

③ゴミ袋に名前を書くようにしよう。

④家庭用コンポストでたい肥にする。

このほかにもあなたのアイデア募集中！

取材しますので、振興協議会まで連絡下さい。

竹内絹子さん（4区1班）の指導による押し花体

験教室を開催したところ、待ってましたとばかり

にすぐに定員（14名）になりました。予め乾燥さ

せていた花を思い思いに紙に置き、クシャミも呼

吸も止め、真空に仕上げるまで、あっという間の

無心の3時間でした。素敵で個性的な押し花が出

来上がりました。

来年のさつき祭で出品しますので、お楽しみに

･･･。

押し花体験教室 （9月13日）

入居・退去のお知らせ （敬称略）（総務部）

＜ご入居＞ よろしくお願いします。

2区3班 内田博之 東町220番地

＜ご退去＞ お世話になりました。

1区1班 久城達也 西町50番地

みんなで楽しそう･･･ ～押し花教室～


