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会報まち５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
：tozaicho_mkuroki@yahoo.co.jp

４月１日付で教育委員会

事務局から企画政策課に異

動になり東西町地域振興協

議会支援職員になりました

岡田光政（おかだこうせい）

です。出身は、高姫です。

分からないことばかりで戸惑いもありますが、１

日でも早く支援職員としてお手伝いができるように

なりたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお

願いいたします。

このたび、防災コーディ

ネーターに就任した４区２

班の渡辺祥二(わたなべよ

うじ)です。

東西町も少子高齢化時代

を迎えていますが、住みよい活気のある町づくり、

火災・自然災害に強い町づくりを目指していきま

す。この目標に向かって勤めてまいりますので皆

様方の一層のご支援をお願いいたします。

防災コーディネーターの渡辺です支援職員の岡田です

第４回東西町地域振興協議会総会は、4月11日9

時から東西町コミュニティセンターで例年より30

分早めて開会されました。冒頭、中本会長からは

「７つの地域振興区の中でも東西町は進んでいる

という評価を受けている。子々孫々まで明るい未

来をつくっていくことをお願いしたい。」とあい

さつがありました。

議長には土江一史さん（３区３班）、書記には

吉村一郎さん（２区１班）が選出され、出席会員1

02名、委任状提出会員185名の出席状況が報告され

ました。執行部から議案の説明を受けた後、出席

者からは次のような質問、意見がありました。

・委任状の議決権はどこまでか、また、全権委任

には一切の権限を委任すると書いてあるが、これ

はどういうことか。

→総会成立の定数に係わる事(委任状が出ている

方は、総会に参加したとみなされる)と議事への賛

成、反対の議決の委任です。

・高齢化がすすみ班員の少ない班では当番が大変

である。

→高齢によって立ち番が大変となる方は除いて、

可能な方だけで回り番をしてはどうか。話し合い

の上で変えていけばよい。

・東西町の振興についてどう考えるのか。

→東西町では人材を活かした取り組み、例えば

地域葬祭などを検討している。他にあれば提案し

て欲しい。

・地域葬祭の見通しは。

→まだ業者と詰めなければならないことも多い

が、区や班の協力も願って会場はコミュニティセ

ンターとしたい。

続いて、次期協議会会長選出については立候補

者の希望がなかったため、運営委員会から推薦さ

れた原和正さん（４区２班）が満場の拍手で承認

され、副会長には生田允昭さん（３区５班）が承

認されました。

３年の任期を終えた中本会長からは、皆さんの

支えに感謝しているとの言葉で総会は閉じました。

第３回通常総会開催 ～東西町地域振興協議会～
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日 曜日 ５月の行事
１ 土 銭太鼓/ソフトバレー ＜たけのこ堀り体験＞

２ 日

３ 月 大正琴

４ 火

５ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

６ 木 スポーツダンスサークル/ピアノ教室/ミニテニス

７ 金 万寿会軽体操 *【プラ類・発泡】ビン、缶

８ 土 さつき祭全体会議/ソフトバレー

９ 日 空き缶ごみ拾い

１０ 月

１１ 火 絵手紙教室/☀４区花はなサロン

１２ 水 フラダンス教室/ピアノ教室/写真クラブ/ミニテニス/布の会

１３ 木 スポーツダンスサークル/ピアノ教室/ミニテニス

１４ 金 料理の会/詩吟クラブ

１５ 土 囲碁同好会/銭太鼓/あみもの同好会/ソフトバレー

１６ 日 大正琴

１７ 月

１８ 火 カラオケ(かなりや会)

１９ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ピアノ教室/テニス

２０ 木 ☀３区さんさんサロン/ダンスサークル/ピアノ教室/テニス

２１ 金 万寿会軽体操 ＊【ざつがみ・プラ類・発泡】再ビン・ペットＢ・古紙

２２ 土 ＜お花とあそぼう13：00～＞ 歩こう会/ソフトバレー

２３ 日 ＜第３回東西町さつき祭10：00～＞

２４ 月 うたの会

２５ 火

２６ 水 健康フラダンス教室/ピアノ教室/ミニテニス/布の会

２７ 木 １区西町サロン/スポーツダンスサークル/ピアノ教室/テニス

２８ 金 料理の会/詩吟クラブ ＊不燃ごみ

２９ 土 粘土(趣味遊々)/ソフトバレー

３０ 日 あみもの同好会

３１ 月 ケーナの会

お花とあそぼう

自分で生けた花をさつき祭に展

示しましょう。展示後プレゼント

します。みんなで参加してね！

日時：５月22日(土)

13：00から

場所：東西町ｺﾐﾕﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰ

参加対象：小学生・中学生

参加料：無料

申し込みは５月14日までに協議

会まで申し込んでください。

花ばさみを持ってきてね

６月の行事予定

５日(土)・12日(土)陶芸体験教室【文化部】

６日(日)春の一斉清掃【事業部】・ラジオ体操【体育部】

陶芸体験教室のお知らせ

人形、器など思い思いの作品を

作ってみませんか？

月日：６月５日(土)

６月12日(土)

時間：10：00～12：00

場所：つどい

講師：奥本 操先生(米子市)

定員：10名(先着)

参加料：1500円

申し込み：５月28日までに協議会

まで申し込みください。

第３回さつき祭開催

作品展示・屋台、杵つき草餅即

売会など東西町地区の大イベント

です。楽しい企画満載で、お待ち

しています。どうぞみなさんご来

場ください。

日時：５月23日(日)

10：00～14：00

場所：東西町ｺﾐﾕﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰ

同好会、各種団体の皆さまの参

加協力よろしくお願いいたします。
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ケーナの会

毎月１回程度

19：30～

指導者：船越洋明

代表者：高野俊明

ミニテニス

（南部ミニテニスクラブ）

毎週 水 19：30～

木 14：00～16：00

指導者 坂田まき子

代表者：坂田悦雄

布の会

毎月 第２・４水曜日

13：30～15：30

代表者：阿部栄子

カラオケ（かなりや会）

毎月 第３火曜日

10：00～15：00

代表者：村田ヨシ子

写真クラブ（写光会）

毎月 第１水曜日

19：30～

指導者：門脇正八

代表者：中橋行雄

ソフトバレーボール同好会

毎週 土曜日

19：00～21：00

指導者：和田省三

代表者：和田省三

詩吟クラブ

毎月 第２・４金曜日

13：00～15：00

指導者：松本十三穂

代表者：松本十三穂

うたの会（童謡・唱歌）

毎月 第４月曜日

14：30～16：00

指導者：小藤律子

代表者：金森栄子

囲碁同好会

毎月 第３土曜日

13：00～17：00

指導者：三谷 繁

代表者：本川徹也

絵手紙教室

毎月 第１火曜日

13：30～15：00

指導者：加藤哲英

代表者：生田隆子

健康フラダンス教室

毎週 水曜日

10：00～12：00

指導者：森 礼子

代表者：竹本晴美

スポーツダンスサークル

毎週 木曜日

19：00～21：00

指導者：種子博夫

代表者：竹本晴美

料理の会（たのしいかい）

毎月 第２・４金曜日

13：30～16：30

代表者：三谷光子

あみもの同好会

毎月２回 土曜又は日曜日

13：30～16：30

指導者：後藤幸子

代表者：砂田五十子

歩こう会

毎月 第４土曜日

8：00～10：00

代表者：折戸 弘

子ども銭太鼓同好会

毎月 第１・３土曜日

19：30～20：10

指導者：竹内映子

代表者：竹内映子

手打ちそばを楽しむ会

毎月 第２土曜日

10：00～13：00

指導者：全 柄洙

代表者：生田俊作

ゴルフ同好会（喜楽会）

年５回程度コンペ及び反省

会を開催

代表者：石﨏孝二

謡 曲（交謡会）

毎月 第１・３水曜日

10：00～12：00

指導者：林原高子

代表者：石原宣子

大正琴教室（琴名流）

毎月 第１・３月曜日

14：00～16：00

指導者：渡辺弘子

代表者：吉留梶江

平
成
二
十
二
年
度
東
西
町
生
涯
学
習
講
座
一
覧

教養を高めながら仲
間づくりをしましょ
う。
お気軽に申し込み
ください。

第３４号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２２年５月１日

3

３区では「さんさんサロン」という名前のいき

いきサロンをしています

老若男女どなたでも参加いただけます。

本年度もいろいろなな活動を予定しています。

５月：花回廊へ行きお弁当を食べます。

６月：ソーメン流しをします。

その後も、おでかけランチ、温泉ランチ、園芸教

室、ゲーム大会など楽しい計画がもりだくさんです。

今まで参加した事のない方も、どんどん参加して

下さい。（子供さん連れも歓迎します）

福祉委員は、いきいきサロン運営のお手伝いをし

ています。

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

◎平成22年度通常総会議案書(31項)班長、理事さ

んのお名前の変更をお願いします。 （敬称略）

(班長)3区6班 吉田慶子 ⇒ 吉田智子

(理事)4区1班 前谷 勇 ⇒ 平新治行

◎会員班別名簿の変更・訂正のお願い（敬称略）

＜変更＞

・4区1班 木村英二

電話番号66-4324 ⇒ 66-4332

・4区5班 荒木義尚

電話番号090-*** ⇒ 66-2413

＜訂正＞

・1区6班 加納豊子 ⇒ 加納 貢

・特別会員 社会福祉法人 祥和会

施設長 秋山和彦 ⇒ 理事長 秋本和彦

訂正してお詫び申し上げます。

他に訂正や変更があれば事務局までご連絡くだ

さい。

事務局からのお知らせ

けすゾウくん(通報訓練指導車)紹介

南部町に消火・通報訓練指導車(けすゾウくん)

が配備されました。

機能は、「緊急通報訓練・消火器による消火訓

練・災害用ビデオ視聴」を備えており、簡単にだ

れでも訓練できるようになっています。

特に、消火器の訓練では消火剤の代わりに、水

を使うので何度でも放水することができますので

体験してみて下さい。

テレビ視聴では、火災・自然災害の様子が視聴

できます。

東西町でも５月23日のさつき祭で紹介できると

思いますのでご期待下さい。

防災ワンポイント

・油火災････絶対に水をかけてはいけない。

消火器を使用するか、大きな布を水で濡らし、

空気を遮断して消火する。

・電気火災･･水をかけたら感電するおそれがある

ので、消火器を使用。消火器が無い場合はコ

ンセントを抜いたり、ブレーカーを落とした

りしてから水をかけて消火する。

防災コーデｲネーター 渡辺

防災掲示板

５月から南部町の健診がスタートします。

平成22年度の集団健診の日程をお知らせします。

８月９日（月）東西町コミュニティーセンター

で行われます。

受付時間は8：00～10：00です。

★集団健診では、特定健診・高齢者健診に合わ

せて各種がん検診をセットで受けることができ

ます。

★結核･肺がん健診については、集団健診以外に、

別の日も設定しています。

７月５日（月）16：00～16：10、東西町在宅生

活支援ハウスつどい前です。

その他、医療機関でも受診できます。

詳しくは、４月末に健康増進委員さんが配布さ

れます受診票と日程表をご覧ください。また、役

場 健康福祉課（66‐5524）までご連絡ください。

こんにちわ！保健師の前田です


