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東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
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ホームページ：

南部町⇒地域振興協議会⇒東西町地域振興協議会

ジゲの道プロジェクトでガードパイプが完成しました。 事業部長：松尾俊宏

西町１区のメイン道路は急な坂道のため、「ガードパイプ」をつけて欲しいとの要望があったもの

です。

町から「ジゲの道づくり事業」として許可され、工事はボランティアを募って私達の手ですること

になりました。

そのため、プロジェクトチームを結成し、種々検討してきました。例えば「転落防止」レベルなら

もっと細いパイプで・・・、いやいや除雪のため、簡単に曲がってしまう様ではだめ・・・等、検討

した結果、写真でもおわかりの様に、支柱は強固な太い支柱が使用されています。

現場工事は４日間を計画しておりましたが、延べ30名のボランティアの皆さんの力強い協力で１日

早く、３日間で完成しました。

今回の「ジゲの道づくり事業」の体験から、私達素人集団でも「やればできるんだ」と大きな自信

になりました。住み良い町づくりのため、また新たな事業に挑戦していきたいと思っています。

～ガードパイプ完成！～ 西町中央道路

２区奥堤池のフェンス

立派に完成

たくさんのボランティア

の方々の力で着々と

手つきも鮮やか。とても素人とは…

２区奥堤池のフェンスの今年度分の補修

工事が完成しました。
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日 曜日 １２月の行事
１ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/ピアノ/ミニテニス

２ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

３ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 *【プラ類・発泡】ビン、缶

４ 土 銭太鼓/ソフトバレー

５ 日 ＜リサイクル・しめ縄づくり＞

６ 月 大正琴

７ 火 絵手紙教室/歳末福祉のもちづくり実行委員会

８ 水 健康フラダンス教室/ピアノ教室/ミニテニス

９ 木 ピアノ教室/ミニテニス

１０ 金 料理の会/詩吟クラブ/ヨーガ教室

１１ 土 ＜干支づくり＞ 広報部会/野菜市9：00～/ソフトバレー

１２ 日
＜ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除と利用者同好会会議、災害避難訓練＞

空き缶ごみ拾い

１３ 月 うたの会

１４ 火

１５ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ピアノ教室/ミニテニス

１６ 木 ＜クリスマス会＞ あみもの/ピアノ/ミニテニス

１７ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【ざつがみ・プラ類・発泡】再ビン・ペットＢ・古紙

１８ 土 わくわくショップ10：30～ 囲碁同好会/銭太鼓/ソフトバレー

１９ 日

２０ 月 大正琴

２１ 火 カラオケ(かなりや会)

２２ 水 健康フラダンス教室/ピアノ教室/ミニテニス

２３ 木 ＜歳末福祉のもちづくり＞ ピアノ教室/ミニテニス

２４ 金 料理の会/詩吟クラブ/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２５ 土 歩こう会/ソフトバレー

２６ 日 野菜市9：00～

２７ 月

２８ 火

２９ 水 健康フラダンス教室

３０ 木

３１ 金 ＜年越しそばづくり＞ 良い年をお迎えください。

１月の行事予定

９日(日)とんどさん【事業部】 新年会【総務部】

16日(日)ソフトバレーボール＆カローリング大会【体育部】

（12月号広報部担当：門脇正八)

12月５(日)
○リサイクル9：00～

○しめ縄づくり14：00～16：00

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大集会室

参加無料ですが、小学生は保護者の人と

一緒に来てね！ハサミを持参ください。

干支づくり
布でうさぎの可愛い人形をつくります。

日時：12月11(土)10：00～13：00

場所：つどい

講師：阿部栄子さん

参加料：600円(材料代)

準備品：裁縫道具

申し込み締め切り：12月5日

～ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除と

利用者同好会会議～

日時：12月12日(日)9：00～12：00

皆様のご協力をお願いいたしま

す。

なお、雑巾等の掃除道具の数が

ありませんので持参お願いします。

また、併せて災害避難訓練を実

施します。

年越しそばづくり【そばの会】

日時：12月31(金)13：00～15：00

場所：東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

参加料：200円(4～5人前)

先着20組です。申し込みはいりま

せんのでお早めにご来場ください。

東西町振興協議会事務所の年末年始について

休み：12月29日～１月３日

仕事始め：１月４日～

歳末福祉のもちづくり
日時：12月23(祝)9：00～12：00

東西町の高齢者の皆様に良い

正月を迎えていただくために餅

をついて子ども達が配ります。

ご協力をお願いします。

クリスマス会 【福祉部】

日時：12月16(木)10：00～14：00

場所：東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

可燃ごみ収集について
12月30日(木)、1月3日(月)

収集はありません。
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東西町の１０月までの可燃物収集実績

４～10月の可燃物累計は133,1トンでした。19

年度比では86,1％で、13,9％減となっています。

台所ごみの水切りをしっかりして出しましょう。

舩越洋明（４区２班）

先日(11月14日)のミニコンサート、とても楽し

かったナ。今回は松江のフォルクローレ(アンデ

スの民族音楽)のグループ、「カラコロ・アンデ

ス」のライブでした。フォルクローレの有名な曲

といえば、あの「コンドルは飛んでいく」と「花

祭り」ですよネ。この曲もちゃんと演奏されまし

たし、手拍子したくなる軽快なリズムや静かな曲

も織り交ぜ、ギャグもあって笑いの内に18曲、１

時間30分があっという間。松江にこんなグループ

があったとは、全く知らなかったです。折角の機

会ということで、私たち東西町ケーナの会４人も

本番前のわずかな時間で音合わせを行い共演させ

ていただきました。 イヤー、本当に楽しかった

ですヨ。今回の企画に感謝！！

秋のミニコンサート

教育の日の集いに参加して 阿部栄子（１区１班）

10月23日プラザ西伯で“南部町教育の集い”が

ありました。これに参加したことを、私は絶対良

かった！！と得をした気持ちになったのは「琴浦

町10秒の愛」キャンペーン実践報告を聞いたから

です。

・・・たかが10秒。されど10秒。10秒の愛は子

どもを幸せにするのです・・・をコンセプトに琴

浦町教育委員会では、プロジェクトチームを作っ

て、町をあげて推進しているとのことです。

子どもは忙しい時に限って寄ってきます。でもたっ

たの10秒でいい、抱きしめてあげてください。

子どもってなかなかサッサと出来ません。「早

く！」って言う前に、たった10秒待ってあげてく

ださい。子どもってなかなかはっきり言えません。

たった10秒でいいのです、せかさずにじっと聞い

てあげてください。するとそこに“笑顔”が生ま

れ、つながりが生まれます。子どもたちは、自信

を持ち、自己愛が芽生え、ひとに優しくなります。

うちでは中２の孫娘と私は、何かというと“ハ

グ”をします。それはいいとして、ややもすると

せっかちに指摘したり指図したりして来たなあ、

と思い当ったのでした。もう10秒といわず、20秒

30秒の愛で私自身が変わらなくっちゃ♡

“10秒の愛”心に響きました。

「10秒の愛」って何？

(福祉部）

11月７日(日)プラザ西伯で行われた、南部

町ボランティアフェスティバルに焼きそばの

屋台を出しました。本間部長以下12名が参加

し、作った焼きそば150食は僅か1時間ほどで

売り切れてしまいました。売上収益の一部を

社会福祉協議会に寄付しました。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに参加しました

原田淳さん(１区１班)

木工作品を制作され、丸京庵市民ギャラリーで

12/15～20の間、作品が展示されます。また、

「ヘアーサロンゆう」さんの横のテナント(2区1

班)でも作品の展示即売をされています。

門脇正八さん(１区１班)

2010美しい風景写真100人展で巡回展示

12月～来年の5月までの期間、東京、名古屋、福

岡、仙台、大阪、札幌の会場を巡回展示されます。

東西町の芸術家たち

ケーナの会の皆さんと見事なコラボ

頑張る福祉部のみなさん
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防災一言アドバイス

年末の交通安全県民運動が12月13日(月)から12

月22日(水)までの10日間実施されます。

交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図り、悲

惨な交通事故を防止しましょう。

交通安全標語

○安心を光で届ける反射材

○ハンドルを握るその手に思いやり

○交差点、手を上げる歩行者を待つゆとり

○チャイルドシートは親子の絆・命綱

防災コーデｲネーター 渡辺

防災掲示板

インフルエンザを予防しましょう！

冬はインフルエンザの流行時期です。インフ

ルエンザは風邪と違って、重症化しやすいです。

予防をしっかりしましょう！

（予防のポイント）

①流行前に予防接種を受けましょう（65歳以上、

非課税世帯、中学生以下には接種費の助成が

あります）

②栄養バランスの良い食事をとろう

③日頃から適度な運動をしよう

④十分な睡眠・栄養をしっかりとろう

⑤室内の乾燥に気をつけましょう

⑥手洗い・うがい・マスク着用をしよう

こんにちわ！保健師の前田です

退会のお知らせ （敬称略）（総務部）

＜退会＞お世話になりました。

４区１班 竹本恒三郎 福成915-24

○ＮＨＫのＢＳ受信料について

ＮＨＫのＢＳ(衛星放送）の視聴をやめた場合、

手続きをしますと受信料の返金があります。

手順は、

①個人でNHK鳥取の受信料窓口(0857-29-9210）

へ電話をする。

②契約者の住所と氏名を連絡する。

③NHKが契約状況を調べて、返金手続きの書類を

送ってくれます。

④書類を見て必要な手続きをする。

伝 言 版

（総務部）

家屋全棟調査の説明会に合わせて３区(10月30

日）と４区(11月7日)の区会が開催されました。

３区では

・不燃物等の当番日誌を有効に活用して欲しい

・可燃ごみを搬出するとき袋に名前を記入しよう

・集会所前の大雨時の溢水対策を行政要望で出し

ているが一向にすすまない。どうなっているか

・ＮＨＫの衛星放送が見えなくなってもそのまま

受信料を払っている人への広報について

・いきいきサロンの活動について

４区では

・可燃ごみ置場のネットの管理やごみの出し方等

に意見交換や要望がありました。

これからも継続して区会を開催して行きたいと

思います。

３区、４区の区会が開かれました

身近な生活の課題についていろいろな話がでました

（３区の区会のようす）

○わくわくショップまたは、つどいにある容器

で回収しています。

○ペットボトルキャップ800個で子ども１人分の

ワクチンを届けられます。

ご協力をお願いします。

なお、ペットボトルキャップは水洗いをして

から持参ください。

ペットボトルキャップで世界の子
ども達の命を救うことができます


