
第３１号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２２年２月１日

1

会報まち２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

東西町地域振興協議会の会長を一般公募します。
任期満了に伴う東西町地域振興協議会の会長を皆様より公募致します。

立候補される方は、住所、氏名、連絡先を記入し東西町地域振興協議会事務所まで本人が提出ください。

（書式は自由）

公募の詳細は次のとおりです。

（職 務）○地域振興区の代表（各諸会議、地域諸行事他）

○地域振興区の意見集約及び調整

○地域づくり計画の実施他

（任 期）平成22年７月１日～平成25年３月31日（予定）

（対 象）東西町地域振興協議会員とします。（特別会員は除く）。

（公募の期間）２月22日～26日の午前９時から午後５時までとします。

（選出方法）運営委員会の推薦者と一般公募者とによる選挙によって選出されます。

（報 酬）会長は町の非常勤特別職で報酬は月額97,500円

とんどさんと新年会を開催（1月10日）

とんどさん(事業部）

今年は例年にない好天に恵まれ、準備作業も順調に進めることが出来まし

た。当日の朝も比較的暖かく、７時半ごろからしめ縄を持って来る人の姿

がみえはじめ、９時ともなるとほとんどの人が来られたようです。又、お

神酒、甘酒とも大変好評で、終わりごろには全部なくなりました。

９時30分に無事終了することが出来ました。

東西町の１２月の可燃物収集実績

12月は18.6ﾄﾝ（19年度：23.1ﾄﾝ）で19年度よりなんと19.5％減りました。

12月までの累計では、19年度比で90.9％と9.1%も皆様の努力で減少しました。

～ごみ減量化に向け一人一行動を継続しましょう～

楽しく新年会（総務部）

年男の折戸弘さん（84)も加わっての鏡割りから新年会が始

まりました。

参加者は40名弱でしたが今年の運だめしとなるビンゴ大会や

ジャンケン大会で盛り上がりました。

来年度は女性の方や、子ども達も参加出来る企画を考えたい

と思います。
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日 曜日 ２月の行事
１ 月 大正琴教室

２ 火 絵手紙教室

３ 水 謡曲／写真クラブ／健康フラダンス教室／ピアノ教室

４ 木 ピアノ教室

５ 金 万寿会軽体操 ＊【プラ類】缶、ビン

６ 土 ソフトバレー

７ 日 ＜南部町ソフトビーチバレー大会＞

８ 月

９ 火 ４区花はなサロン／地域福祉委員会

１０ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

１１ 木

１２ 金 料理の会（たのしいかい）／詩吟クラブ

１３ 土 ＜スキー＆スノーボード＞ ソフトバレー

１４ 日 ＜春の七草散策と自然観察会＞ 空き缶ごみ拾い

１５ 月 大正琴教室

１６ 火 絵手紙教室／カラオケ（かなりや会）

１７ 水 謡曲（交謡会）／健康フラダンス教室／ピアノ教室

１８ 木 ピアノ教室

１９ 金
万寿会軽体操

＊【ざつがみ・プラ類】再ビン・ペットＢ・古紙・発泡

２０ 土 つどいわくわくショップ10：30～／囲碁同好会／ソフトバレー

２１ 日

２２ 月 うたの会

２３ 火 ２区サロン

２４ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

２５ 木 ピアノ教室／１区４班

２６ 金 料理の会（たのしいかい）／詩吟クラブ ＊不燃ごみ

２７ 土 ソフトバレー

２８ 日 ＜ふれあい麻雀大会＞

３月の行事予定

14（日）リサイクル【青少年育成会】

子ども達が持ちやすいようにして出してください。

また、ボランテｲアの方、大歓迎です。

皆様のご協力お願いします。

天津地域文化祭で展示します

日時 ３月６日（土）13：00～20：00

～７日（日） 9：00～16：00

場所 ふるさと交流センター

東西町からは「悠々講座」帯でつくるバッグの

作品を展示いたします。

春の七草散策と自然観察会

21年度予定の農業体験に代わって開

催いたします。

草の芽がふく頃になりました。

自然観察指導員から説明を聞き

ながら七草を探してみましょう。

日 時：２月14日（日）

9：00～13：00

集 合：コミﾕニティセンター

散策コース：東西町～天万

講 師：桐原真希さん

（自然観察指導員）

参加料：無料

積雪の場合は中止、少雨決行

申し込み締切日：２月10日

ふれあい麻雀大会

日 時：２月28日（日）

10：00～15：00

場 所：コミﾕニティセンター

（大集会室）

参加料：１名2,000円

（賞品、昼食込）

申し込み締切：２月19日まで

班会議等にご利用ください

班会議や各種団体の集まり等で

コミﾕニティセンター、集会所、

つどいをご利用ください。

利用申し込みは、前日までに協

議会事務所へ連絡してください。

つどいにつきましては、飲酒は

禁止となっています。

なお、ご利用後は利用許可書に

記入し、ごみ等、持ち込まれた

ものは全て持ち帰ってください。

ご協力お願いいたします。
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１月の４区花はなサロンでは、健康講座と新年

茶話会をｺﾐﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰで行いました。今回の健康講

座は、西伯病院薬剤部部長の門脇さんにお願いし

て「お薬の正しい使い方」と題して、日頃知って

いるようで知らない薬に関するもろもろの知識を、

１時間にわたって判り易く、丁寧にお話いただき

ました。

①服用回数と服用量を守ること

②独自で判断して飲まないこと

③薬の飲み方について

④薬の飲み合わせ・食べ合わせ

⑤高齢者が薬を服用する時の注意点

参加された皆様は、今回の健康講座に大変満足・

納得しておられたようでした。

健康講座の後は「新年茶話会」として、美味し

いお弁当をいただきながら、日頃の様子など四方

山話に花が咲き、最後は全員で「たき火、スキー」

等の童謡を歌ってお開きとなり、楽しい一日を過

ごしました。

サロンでは年齢を問わず、皆様のご参加をお待

ちしておりますので、お気軽にお出かけください

ませ。

４区福祉委員 守屋啓子・渡辺友子

地域福祉委員コーナー

（火の用心）

空気が乾燥しています

・調理中のコンロからは離れない。

・寝タバコ、ポイ捨ては厳禁。

・ストーブの上部に洗濯物などを干さない。

・電気のタコ足配線はしない。

（新型インフルエンザで鳥取県内で死者が発生し

ました）

インフルエンザ予防の徹底に心がけて下さい。

（消火ホース器具箱の増設）

２区マンション裏新規宅地造成道路内の消火栓近

くに、消火ホース器具箱の増設を行いました。

「災害を未然に防ぐ工夫と知識」

４区３班 細田 恒夫

防災掲示板

成人おめでとうございます
（敬称略）

１区 遠藤 悟
１区 前谷友規
２区 赤井広野
３区 柴田侑枝
３区 竹田美沙
３区 入江有紀
３区 山脇一恵
４区 守屋知恵
４区 山形由美
４区 山形美也

（平成16年度中学生名簿を参考にしてます。）

東西町万寿会による空き缶ごみ拾い活動（1月10日）

家電リサイクル品に該当するものの回収は昨年７

月で終了しました。

リサイクルプラザにも搬入出来ません。

今後は、電気店にご相談いただくか、郵便局で引

取料を支払って日の丸西濃運輸（流通町）に持込

みをする方法もあります。（メーカーは問いません）

硬質プラステｲックの大きいものは紐で結んで出し

てください。

路上駐車について

昨年２回の回覧でお願いいたしましたが、いまだ

に路上駐車をしている方が有ります。これからは

特に除雪作業の障害になりますので、路上駐車は

絶対しないようにお願します。

事務局からのお知らせ
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＜編集後記＞

新しい年を迎え早ひと月、誰と話しても景気の良

い話は皆無である。例年であれば年度、末仕事が

ある時期であるが、雪続きの悪天候と不景気の年

初めである。現実を隠してくれる雪景色が大好き

な私であるが今年はそんな状況にない。景気の回

復と安心して暮せる暖かい春が来ることを信じた

い。 （広報部２月号編集担当：門脇正八）

４区４班 松永綾子

我が家では牛乳パックを再利用しています。

きれいに洗って乾かしたら、鍋の大きさに合わせ

てまるく切り、端で取っ手をつくり落としぶたと

して利用しています。

また、野菜や果物の皮は乾燥させて捨てるように

しています。

我が家のごみ減量化作戦

福祉部

小雪の降る１２月２０日(日)「歳末福祉の餅つき」

を行いました。年末でお忙しい中、総勢４０名の

方に参加していただき、まことにありがとうござ

いました。

この行事は、独居の高齢者等に訪問を兼ねて、お

餅をお届けするものです。

例年ですと、子どもさんと一緒にお伺いすること

にしていますが、今年は、新型インフルエンザの

影響で子どもさんの笑顔をお届けできなかったの

が残念です。

福祉部の活動は、住みやすい町づくりを目指して

います、住民の皆様には、今後ともご協力方、よ

ろしくお

願いいた

します。

あらよっと！雪降る中もへっちゃらだい

気持ちを込めて丸めました

エコポイントは22年度も継続

エコポイント制度は好評につき、22年度も続けま

す。

従ってグッズの引き換えやマネーの換金等も22年

度も可能です。

また、追加のポイントカードも３月中に配布いた

します。

エコアドバイザーさん

大変お世話になりました！

長期間にわたりお世話になりましたが、５名のエ

コアドバイザーさんは３月末で任務満了となりま

す。おかげさまで画期的に分別意識が変わり、ご

みの量も激減しました。ほんとうにごくろうさま

でした。

以後のカードの検印は当番さんでお願いをします。

ごみ分別方法ダイジェスト版への修正シール

(貼付けのお願い）

12月に全戸配布しましたごみダイジェスト版に誤

りと誤解を招く箇所がありました。

配布します修正シールを

１８頁の②の所へ貼付け

をお願いします。

歳末福祉の餅つき

中海テレビで東西町を紹介
２月14日～２月26日、中海テレビの４チャン

ネル「そぞろ歩き ２月編」で東西町が紹介

されます。皆様ご覧ください。


