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会報まち８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

資源を有効に活用しましょう。

この度、国の補助を受けて南部町では７つの振興区

に防災コーデｲネーターが配置され、東西町はもとよ

り、南部町の防災関係に幅広く専門的にかかわってい

ただくことになりました。東西町振興協議会でも先月

の会報でも紹介しましたように安藤照三さん（３区５

班）が着任され、早速、研修を受けておられます。

防災コーデｲネーターの仕事は、「あらゆる福祉に

携わることを目的にする」と有ります。子どもから高

齢者、障害者、認知症の方等、全ての人を対象とした

福祉、又は新型インフルエンザ対策や防災等、全ての

災害に対応していかなければいけませんが、これだけ

の広い分野をコーデｲネーターだけでは出来るはずが

ありません。地域の皆様のご協力をいただき、安心・

安全な住みよい町を一緒につくっていただきたいと思っ

ております。

防災コーディネーター 安藤照三

7月1日より東西町防災コーデｲネーターとし

て採用され協議会に机を置いております安藤照

三です。東西町地域の安心・安全の町づくりに

微力ながら務めさせていただきたいと思ってお

ります。「自分の身は自分で守る」を基本に、

そのためには隣近所、地域ぐるみで協力、助け

合い、皆さんと一緒になって防災意識の向上に

ついて考えて行きたいと思います。

・盆の仏壇のローソク、線香への火の用心！

・子どもの花火は必ず大人と一緒に！

・カミナリは雷雲が見えたら室内又は窓を閉め

た自動車内へ！

防災で助け合いのまちづくり

防災コーディネーターとは～振興協議会より～ 防災掲示板

防災一言アドバイス

品 名 完成品

ペットボトル
玉子ケース、衣料品として再利用

される

軟プラ、布団、

乾燥木、ざつがみ

王子製紙等、工場の燃料として利

用される

ビ ン

透明又は茶色ビンはビンに再生す

ることが多く、他の色ビンは発泡

ガラスになり建設材料に利用され

る

アルミ缶
アルミ缶に再生されるか、自動車

部品になる

スチール缶 鉄筋等、建設資材になる

ペットボトルキャッ

プ

品名：エコマウッド（ベンチ、テー

ブル、プランター、屋外デッキ等

多種に利用される）

廃 油 車の燃料に利用される

リサイクルで生まれ変わります。

７月のわくわくショッ

プで展示したエコマウッ

ドのベンチと犬小屋

福祉部の部長が不在のため皆様にご心配をお

かけしていましたが、この度、五丁栄さんが推

薦され、運営委員会において満場一致で福祉部

長に決定されました。

早速、今年度初めての福祉部会が７月23日に

行われ、（1）各団体からの連絡、要望につい

て、（2）地域づくり計画の実施に向けての取

り組みについて、（3）新型インフルエンザ予

防講習会について、（4）南部町ボランテアフェ

ステバルについて、などが話し合われました。

福祉部長に五丁栄さん（２区４班）
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日 曜日 ８月の行事
１ 土 ＜キャンプ：子ども会、青少年育成会＞ソフトバレー

２ 日 ＜キャンプ、日の出ウオーク＞ 銭太鼓

３ 月 大正琴／土砂災害工事説明会（1区、2区）

４ 火 絵手紙教室／地域づくり中期計画Ｃグループ会議

５ 水 謡曲／フラダンス／写真クラブ／ピアノ教室／福祉部会

６ 木 ＜ゆかた着付け教室＞ スポーツダンスサークル／ピアノ教室

７ 金
万寿会軽体操／地域づくり中期計画Ｅグループ会議

古布の会 ＊【軟プラ】缶、ビン

８ 土 ソフトバレー／銭太鼓

９ 日 野菜市8：30～／空き缶ごみ拾い

１０ 月 うたの会

１１ 火

１２ 水 ＜おどり練習会 午後７時～＞

１３ 木

１４ 金 ＜夏祭り 午後６時～＞

１５ 土

１６ 日 ＜仏様送り 午後３時～＞

１７ 月 大正琴

１８ 火 カラオケ(かなりや会)／絵手紙教室

１９ 水 謡曲／健康フラダンス教室／ピアノ教室

２０ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２１ 金
万寿会軽体操 ＊【ざつがみ・軟プラ】

再ビン・ペットＢ・古紙・発泡

２２ 土 野菜市8：30～／歩こう会 ＜花回廊花火大会20：00～＞

２３ 日 囲碁

２４ 月 うたの会

２５ 火 ２区サロン

２６ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

２７ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２８ 金 詩吟クラブ ＊不燃・家電リサイクル

２９ 土

３０ 日 衆議院議員総選挙投票日

９月の行事予定

6日（日）敬老会【福祉部】

26日（土）おたのしみごず釣り大会【体育部】

27日（日）天津運動公園整備【体育部】

ゆかた着付け教室開催
自分でゆかたを着てみましょう。

日時 ８月６日（木）

19：00～

場所 つどい

対象 子どもから大人の方、ど

なたでもいいです。

参加料 無料

準備品 ゆかた、帯、腰ひも等

一式は各自でご準備ください。

申し込みはいりませんので、つ

どいにお越しください。

「４分間のド迫力・・・

期待してごしない」

日時 ８月14日（金）

午後６時開会～９時終了予定

場所 天津運動公園

雨天時：コミﾕニティセンター

おどり練習会を行います。

日時 8月12日（水）

午後7時～8時まで

場所 コミﾕニティセンター

第34回 東西町夏祭り

古布の会会員募集！

（古布を使ってバッグ等、手作り品を作

成し販売します。この活動にご協力いた

だける方を募集します。）

日時 毎月1回 8月7日（金）

19：00～21：00

場所 つどい（8月はコミﾕニティ

センター）

材料は持ち寄り又は寄付の物で作

成します。

夜時間の都合のつく方、裁縫に興

味のある方、楽しく仲間づくりを

しませんか？

東西町地域振興協議会までご連絡

ください。
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先日のサロン合同七夕まつりのお話です。

今年は短冊に、願い事の他に何か要望などを書い

てもらってみては・・・という話になり、書いて

いただくことにしました。

その中に＜何かあった時「助けて！」と言える

町＞という短冊を見つけました。気兼ねなく「助

けて！」と言えて、「まかせといて」と受け止め

る・・・。そんな東西町になれたらいいなと、笹

を見ながら思いました。

３区福祉委員：西田成子(３区１班)

土江佳子(３区３班)

地域福祉委員コーナー

佐伯泰英・澤田ふじ子・鳥羽亮・池波正太郎等

70冊もの本を寄付いただきました。

貸出いたしますので協議会までお越しください。

＜編集後記＞

46年ぶりの皆既日食。この辺では部分日食でし

たが、曇り空のおかげで直接目で見ることができ

ました。

学校は夏休みに入りましたが、梅雨空の毎日で、

まだ夏が来たという感じがしません。地球温暖化

と言われ、近年猛暑が続いていたので、たまには

冷夏もいいかなとも思いますが、やっぱり、梅雨

にはしっかり雨が降って、そしてジリジリと暑い

夏が来る、四季をはっきり感じられるのがいいで

すね。

家の前の山の栗の木には青い実がたくさん付い

ていました。実りの秋を迎える準備も着実にすす

んでいます。早く来い来い暑い夏。

余談ですが、イベントの紹介をします。10月10、

11日に、北の秋田竿灯、四国の阿波踊り、南は沖

縄のエイサーなど全国から地域伝統芸能が鳥取に

大集合します。とりぎん文化会館（県民文化会館）

での公演には入場整理券が必要ですが、整理券な

しでも入場できる会場もあります。申し込み方法

は「鳥取県政だより８月号」、詳しい内容はホー

ムページで[http://www.pref.tottori.lg.jp/m

aturi/]または「日本のまつり」と検索してをご

覧ください。

（広報部８月号編集担当：土江一史）

これからの時期、熱中症が起こりやすくなりま

す。熱中症は、屋外だけでなく、屋内でもおこり

ます。

【予防のポイント】

（１）こまめに水分補給をしましょう。

（２）屋外では、帽子や日傘を使用しましょう。

（３）冷房などを上手に使用し、適切な温度を保

ちましょう。

（４）普段から、睡眠や食事を十分にとり、体調

に気をつけましょう。

※熱中症にかかったと思ったら、必ず医療機関で

受診しましょう。

応急処置…涼しい場所に寝かせる。水分補給させ

る。冷水などで体を冷やす等です。

こんにちわ！保健師の前田です

身近な話題を会報「まち」に投稿してください。
（広報部）

箇条書きメモでも結構ですし、情報提供だけで

も結構です。取材をさせていただきます。

つどい事務所まで、お気軽にどうぞ。

実施日 ８月16日（日）

受 付 15時～

読 経 15時30分～16時

※お布施は振興協議会が代表で

いたしますので不要です。

仏様送りのお知らせ（総務部）

本を寄付いただきました

鳥取県からの補助をいただき、年２回程度、花

壇に花を植えます。花の好きな方やきれいな花いっ

ぱいの東西町にしたい方の参加を募集しています。

協議会までご連絡お願いします。

「東西町花と緑の会」会員募集！
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広報部の平成21年度の事業計画の一つでありま

す「東西町思い出アルバム館」を開設いたしまし

た。東西町コミュニティーセンター大集会室壁面

に東西町のイベント等の写真を掲示しています。

広報部スタッフが必要に応じて追加していきます

ので、どうぞご覧ください。

東西町思い出アルバム館開設！

わくわくショップの８月は休みます

９月は19日（土）に刃物研ぎをいたします。包

丁からナタや刈り込みバサミまでといでいただけ

ます。（有料）

ヨーグルト菌を差し上げます。（無料）

乞うご期待！

夏休みラジオ体操実施中

毎朝、７時から子どもた

ちとラジオ体操をしていま

す。ふるってご参加くださ

い。

主催 東西町青少年育成会、子供育成会

東西町の子どもたちの自然体験と思い出づくり

のために、今年の夏休みは天津運動公園でキャン

プを計画しました。時期も迫りましたが、子ども

も大人もご希望があればご参加ください。申し込

みは振興協議会まで至急にどうぞ。

と き 8月1日（土）午後３時集合

～2日（日）午前９時解散

ところ 天津運動公園

【もってくるもの】

米1合・カレー皿・スプーン・はし

コップ・タオル・バスタオル

【スローガン】

『星空観察会とキャンプファイヤー！』

『恐怖シアターで君はこのきもだめしに耐えられるか！』

８月１日（土）

15：00～集合

食事づくり

ジャンボシャボン玉・ゲーム

19：00～食事

20：00～恐怖シアターときもだめし

21：00～キャンプファイヤー

22：30～交流夜話会（大人）

８月２日（日）

4：30～起床

4：40～日の出ウｵーク出発：1区高台

5：16～日の出予想

6：30～ラジオ体操

7：00～朝食 そーめん流し

9：00～解散式

夏のキャンプをします！

１区高台からの日の出（12月）

いい天気でありますように

お知らせ

昨年のラジオ体操参加表彰の様子

20年度の活動の写

真もあります。

あなたの顔がある

かも・・・

東西町夏祭り予告 開催近づく

～今年は８月１４日（金）だよ～
お楽しみの企画満載です。

お楽しみに･･･

昨年の夏祭り


