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会報まち11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

健康増進委員幹事 片山富夫（１区４班）

９月27日、昨年に続いて第２回目となる東西町

健康講演会に米子保健所長大城陽子さんを講師に

お招きし、「地域で新型インフルエンザ予防に取

り組もう」と題して講演いただきました。講演で

は、現在の新型インフルエンザの発生状況や新型

インフルエンザの備えについて、正しい知識を身

につけて、マスク、食料、水、日用品の備蓄、手

洗、うがいを心掛け、栄養を十分取ること、又ワ

クチンは通常ワクチンを使用してその後に新型ワ

クチンを使用すること、等大変わかりやすくお話

しいただきました。１時間30分の講演の後、出席

した44名の参加者から数多くの身近な質問が出さ

れ、大変参考になったことと思います。

講演を企画しました健康増進委員一同、お礼を

申し上げます。今後ともよろしくお願いいたしま

す。

東西町健康講演会を終えて

東西町健康講演会を開催

９月27日（日）に東西町健康増進委員と福祉部

が中心となり、今話題の新型インエンザについて

健康講演会が開催されました。講師は、米子保健

所長の大城陽子医師で、参加者は44名でした。

※講演会資料から抜粋

＜新型インフルエンザに備えましょう！＞

①あわてない

正しい知識を身につけて、最新情報を収集

マスクや食料、水、日用品等を備蓄

②かからない

手洗い・うがいを心掛ける。

新型インフルエンザが蔓延してきたらマスク

をつける。

③うつさない

咳エチケットを心掛ける。

患者さんと２ｍ以内でマスクせずに接触した

場合は、７日間外出を控え、症状がでたらマ

スクをして早く治療を受ける。

こんにちわ！保健師の前田です

米子保健所長大城陽子さん

（10月18日）

７時50分からのラジオ体操には311名の参加があ

りました。８時からの一斉清掃では溝や空き地、

はみ出し木なども手入れしていただき、きれいに

なりました。

放送設備の移設で本部が変更になりご迷惑をおか

けしましたが、放送の聞こえも良く無事に終了す

ることができました。一斉清掃作業終了後には班

会議が開かれ、ご近所同士の話し合いがもたれた

班もありました。ご協力ありがとうございました。

秋の一斉清掃とみんなでラジオ体操

バイパス工事に伴い天津運動公園の一部の使

用が出来なくなります。（期間が延びました）

期間 21年11月9日～21年11月末の間

工事車両が出入りしますのでご注意ください。
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日 曜日 １１月の行事
１ 日

２ 月 地デジ対応説明会13：30～14：30

３ 火

４ 水 謡曲／フラダンス／ピアノ教室／写真クラブ／(グ)境ＧＧ

５ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室／☀３区さんさんサロン

６ 金 万寿会軽体操／ケーナの会 ＊【硬、軟プラ】缶、ビン

７ 土 銭太鼓／ソフトバレー

８ 日 ＜東西町健康ウオーキング＞ 空き缶ごみ拾い

９ 月 うたの会／福祉委員会

１０ 火 絵手紙教室／☀４区花はなサロン

１１ 水 健康フラダンス教室／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 料理の会（たのしいかい）／詩吟クラブ

１４ 土 野菜市9：00～／そばの会／あみもの同好会／２区２班／バレー

１５ 日 ＜交通安全講習会＞ 囲碁同好会

１６ 月 大正琴

１７ 火 カラオケ（かなりや会）／絵手紙教室

１８ 水
謡曲／フラダンス／ピアノ／（グ)境ＧＧ

地デジ対応説明会13：30～14：30

１９ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２０ 金
万寿会軽体操

＊【ざつがみ・硬、軟プラ】再ビン・ペットＢ・古紙・発泡

２１ 土 つどいわくわくショップ10：30～／銭太鼓／バレー

２２ 日

２３ 月

２４ 火 ２区サロン

２５ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

２６ 木 スポーツダンスサークル／ピアノ教室

２７ 金
料理の会（たのしいかい）／詩吟クラブ

＜藤かごづくり教室＞ ＊不燃・家電リサイクル

２８ 土
野菜市9：00～／あみもの同好会／防災理事、班長会議

歩こう会／ソフトバレー

２９ 日
＜秋のスポーツ大会＞＜ミニコンサート＞

＜記念植樹、ツリー設置＞

３０ 月

１２月の行事予定

6日（日）しめ縄づくり【青少年育成会】

6日（日）リサイクル【小学校＋青少年育成会】

12日（土）コミﾕニティセンター大掃除

20日（日）正月もちづくり【福祉部】

31日（木）年越しそばづくり【そばの会】

健康ウオーキング

日時 11月8日（日）9：00～

集合時間 9：00

集合場所 東西町ｺﾐﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰ

詳細はチラシを全戸配布してい

ますのでご覧ください。

藤かごづくり教室

日時 11月27日（金）

13：00～16：00

場所 つどい

講師 中本先生（米子市）

参加料 500円（材料費込）

準備品 花バサミ

申し込 11月20日までに協議会

へ連絡してください。

秋のスポーツ大会

日時 11月29日（日）9：00～

簡単でとっても楽しいですよ！

対象 小学生以上

種目①バウンスボール

（1チーム３名）

会場 ふるさと交流センター

種目②卓球バレー：イスに座っ

たままでできます。

（1チーム６名）

会場 東西町ｺﾐﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰ

申し込み チーム又は個人、ど

ちらの申し込みでもかまいま

せん。11月20日までに協議会

へ連絡ください。

＊会場が分かれていますので間

違いのないようお願いします。

後日回覧いたします。

ミニコンサート

日時 11月29日（日）19：00～

場所 東西町ｺﾐﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰ

西アフリカの伝統音楽、打楽器

「ジェンベ」の演奏です。
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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１班 中井巧 東町60番地2

１区５班 井上裕治 西町71番地

＜ご退去＞ お世話になりました。

４区５班 西郷幸子 東町363番地

エコポイント制及びエコアドバイザー制を22年

３月末日で終了いたします。

軟プラ、ざつ紙を出した時にポイントカードに

スタンプを付けていましたが、来年３月末で終了

したいと思います。分別回収は今までどうり行い

ますのでご協力お願いします。

また、エコアドバイザー制度も来年３月で終了

いたします。アドバイザーの方々には２年間大変

お世話になりました。心からお礼を申し上げます。

それに伴い、マネーの利用やグッズの交換も22年

５月末日で終了しますのでお早めにご利用くださ

い。

エコポイント交換グッズ～協議会で交換します～

５ポイント→100エコマネー又はミネラルウオーター

（２㍑）

10ポイント→200エコマネー又は石鹸（3個入り）

15ポイント→300エコマネー又は洗濯洗剤（1㌔）

20ポイント→400エコマネー又は指定ごみ袋（小20

枚）又はトイレットペパー

（18ロール）

※組み合わせてのご利用もで

きます。

マネーの利用について～換金

を協議会で行います～

つどいわくわくショップ、野

菜市、さつき祭でご利用いた

だけます。

エコポイントは22年３月で終了

可燃ゴミ・硬質プラステｲックについて

・可燃ゴミの看板を新しく設置しました。

可燃ゴミの中に資源が混ざっていませんか？

看板にも書いているように、布団は軟プラの扱い

になります。但し、羽毛布団は今までどうり可燃

ゴミです。

・硬質プラステｲックも回収します。

今までは硬質プラステックは不燃ゴミに出しても

らっていましたが、硬質プラステｲックも資源とし

て回収することになりました。

袋はレジ袋のような透明な袋に入れ、軟プラとは

別々に分けてください。

収集日は、軟プラと同じ日です。

あいのわ銀行について

「あいのわ銀行」は、ボランテｲア活動をした

い方と、そのサービスを利用したい方が、点数の

やり取りによってお互いに助け合う制度です。65

歳以上の方等が利用会員として登録されると、誰

でも基礎点数100点（10,000円分）をもらうこと

ができます。ボランテｲア活動をした方は、その

活動に応じた点数を預託することができ、将来そ

の点数を使ってサービスを利用することができま

す。家の掃除、片付け、買い物、食事の用意など、

生活する上でお困りのことや不自由を感じておら

れる事があれば、みんなで助け合う制度を気軽に

利用してみませんか。

詳しくは地域福祉委員又は社会福祉協議会（国本

局長さん）におたずねください。

１区福祉委員

林原幸子（1区4班）

大塚明美（1区2班）

地域福祉委員コーナー

防災コーディネーター 安藤

台風18号による被害が出ました

先日の台風18号の影響により、２区の奥堤池西

側（「理髪店ゆう」さんの東側）のフェンスが一

部倒壊しました。仮

設ロープが設置され

ていますが、通行さ

れる方は充分に注意

をしてください。

「啓蒙で深めよみんなで防災意識」

標語作者 細田恒夫（４区３班）

防災掲示板
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＜編集後記＞

最近、仕事で日曜、祝日とツブれ町内の行事に

参加する機会が少なくなり、ちょっと複雑な心境

です。挽回のために、運動会には参加し、ご近所

の方々とのふれあいや広報部員としてのビデオ撮

影係（初めての体験ですが…）など、楽しみにし

ていましたが、残念なことに、新型インフルエン

ザのため中止になってしまいました。反省の意味

を込め、来年こそ時間をつくり、行事に参加する

よう「ガンバッテ」みようと思います。

（広報部11月号編集担当：高柴武司）

新型インフルエンザのため運動会が中止となり

ました。鳥取県西部地震以来９年ぶりの中止です。

ほぼ準備もできていたのに残念です･・・･･･。が、

このまま何も無く収束に向かってもらいたいと願

うばかりです。

体育部では、運動会、ソフトボール大会が中止

になりましたので予定になかったのですが、バウ

ンスボールや卓球バレー等のスポーツ大会を企画

しています。皆さんご参加ください。(4P)

運動会は新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞのため中止

（10月17日）

新型インフルエンザの発生で運動会等が中止さ

れる中、参加者は18名と少なかったものの賑やか

に開催されました。ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝを出されたのは優勝さ

れた五丁栄さんと準優勝の堀江利さんでした。2位

～4位が43打で並びましたが、規則のとおりﾎｰﾙｲﾝﾜ

ﾝの堀江さんが２位、年令の大きい折戸さんが３位、

残念ながら青木さんは入賞にはなりませんでした。

また、親子で参加の国本一家は最初からBB賞狙い。

三男の浩平君がみごと母のBB賞をアシストしてい

ました。

異世代交流グランドゴルフ大会

よ～くねらってえ、よし

天気はごず釣り日和

少ない釣果でしたが、

優勝は４区３班

細田恒夫さんでした。

わーい、こんなものが釣れたよ～ごず釣り大会～

３区さんさんサロンからお知らせ

日程 11月５日（火）

行先 関金温泉国民宿舎グリーンスコーレ

詳細は配布してあるチラシをご覧ください。

まだ若干余裕がありますのでお早めに西田又

は土江に連絡してください。

最近東西町でも蜂の巣の情報が多数あります。

宅地内にある場合の費用は個人負担となります。

東西町内でも取り扱いをされる方がおられますが、

シルバー人材センターの場合、大きさ、位置にも

よりますが、おおむね3,000円～5,000円で駆除し

てくれるようです。お困りの方は振興協議会でご

相談を受けます。

東西町コミﾕニティセンターの床掃除をしました

10月に床掃除をしてピカピカになりました。

きれいなコミﾕニティセンターで気持ち良く活動

できるよう、使用後は次の利用者のために掃除を

してお帰りください。

告知板蜂の巣の駆除について


