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東西町地域振興協議会TEL（FAX）66-4724
東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E-mail：tozaicho_mkuroki@yahoo.co.jp
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

東西町地域振興協議会 会長 原 和正

新年おめでとうございます。
皆様方には、お元気で新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
日頃より皆様にはお力添えとご協力をいただきありが
とうございます。
昨年は「支え合い、声かけ合ってつくろう福祉力あふれた東西町」
をスローガンに福祉部の構成替えを行ない、見守り体制の見直し、救
急情報キットの申込補助など、従来の活動に加えて福祉活動に力を入
れ、実施してまいりました。
また、高齢の方の増加に伴い要望が出ておりました西町中央道への
ガードパイプの設置も、多くのボランティアの方により実現出来まし
た。これらはマスコミでも取り上げられ、住みよい町づくりに皆さん
が努力されている様子が全山陰に報道されたところでございます。
振興協議会も４年目を迎えました。町の支援に頼っての運営から、
人や資金の面でも自立した運営が求められて参ります。今年は４月か
ら予定されていますコミュニティセンターの指定管理を契機として、
振興協議会が次のステージ(舞台）に立てるような施策を皆様と一緒に
進めてまいりたいと考えております。
この１年が皆様にとりましても、東西町にとりましても良い年にな
る事をご祈念申し上げます。

平成２３年 年頭の挨拶

西町高台から望む東西町の日の出 撮影：東西町写真クラブ(写光会 W)
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日 曜日 23年 １月の行事予定表
１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

６ 木 ピアノ教室/ミニテニス

７ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【プラ類・発泡】ビン、缶

８ 土 そばの会/ソフトバレー

９ 日 ＜とんどさん・新年会＞

１０ 月

１１ 火 ☀4区花はなサロン/☀福祉委員会

１２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス/写真クラブ(写光会)

１３ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

１４ 金 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室

１５ 土 ＜心の健康講座＞ 囲碁同好会/ソフトバレー

１６ 日 ＜東西町ソフトバレー＆カローリング大会＞

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(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２０ 木 ピアノ教室/ミニテニス

２１ 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・乾電池・蛍光管

２２ 土 運営委員会

２３ 日

２４ 月 うたの会

２５ 火

２６ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２７ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

２８ 金 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室 ＊不燃

２９ 土 ＜スキー＆スノボー教室＞ ソフトバレー

３０ 日

３１ 月

２月の行事予定

6(日)南部町ソフトビーチバレー大会【体育部)

27(日)ふれあい麻雀大会【文化部】

（１月号広報部担当：土江一史)

１月９日(日)
○とんどさん【事業部】

8：00～9：30

場所：天津運動公園

○新年会【総務部】

11：00～13：00

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大集会室

参加料 1名500円

心の健康講座

日時：１月15日(土)

9：30分ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ出発

場所：伯太町

長台寺の島田住職の講話を聞き

ます

申し込み締め切り：１月13日

スキー＆スノボー教室

日時：１月29日(土)

８時 ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ出発

場所：奥大山スキー場

参加料：１名300円

昼食・リフト・用具等は個人で準

備してください。

申し込み締め切り：１月20日

レンタル申し込み書は協議会にあ

りますので取りに来てください。。

協議会事務所は４日から仕事始めです。

可燃ごみ収集について １月３日(月)収集はありません。

東西町ソフトバレー

＆カローリング大会

日時：１月16日(日)9：00～13：00

場所：ふるさと交流センター

競技

ソフトバレー：区対抗戦

４名+補欠２名(男女別)

カローリング：チーム戦

３名１チーム(混合可)

だれでも簡単にできます。

＊どちらも個人での参加申し込み

もできます。

申し込み締め切り：１月10日

協議会又は高塚66-4560まで連絡

お願いします。

つどいわくわくショップ

１月は休みます。
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３区福祉委員 土江佳子

12月16日、福祉部クリスマス会を行いました。

日頃は区毎に活動されている皆さんですが、七夕

とクリスマスは、東西町全体で行いますので、他

の区のお友達に会えるのを楽しみにしていらっしゃ

る方も大勢おられます。

原会長そっくりな(笑)サンタさんの登場で始ま

り、社協の国本さんの音頭でゲームを行い、その

後みんなでクリスマスソングを合唱。昼食後「高

原列車は行く」の曲に合わせての体操、ケーキタ

イムの後、最後はビンゴゲームをして、楽しい時

間を過ごしました。

１月は新年会をするサロンもあることと思いま

す。みなさんの参加お待ちしています。

福祉部クリスマス会

バイパス工事場所の遺跡から須恵器が出土

国道180号のバイパス工事場所の遺跡（境矢石遺

跡）に、弥生時代前期の墓地で溝によって区画さ

れた跡が見つかりまし

た。また、縄文時代か

ら弥生時代に使われた

と思われる土器(須恵

器）などが出土しまし

た。

須恵器が出土

「高原列車は行く」の曲にあわせて体操中

古代ロマンを求めて遺跡現地説明会に大勢の方々

11月21日、秋晴れのもと24名の参加者がコミュ

ニティセンターを出発し、南部町日御碕神社を

経由して天満神社まで健康ウオーキングを行い

さわやかな日を過ごしました。

みんなで健康ウォーキングしました

入会のお知らせ （敬称略）（総務部）

よろしくお願いします。

２区５班 細田丈史 東町4-18 501号

風景を楽しみながらのウォーキングでした

出土した須恵器

電話番号の変更

田部康弘（２区５班） 新 050-5205-5088

協議会名簿の変更をお願いします。
ふれあい花壇のツリー

万寿会会員募集！！
みんなで楽しく旅行や軽スポーツで健康づく

りをしましょう。

申し込み先：万寿連合会長 北尾 奣 66-3971

しめ縄づくり講習会の準備に

中学生も手伝ってくれました。

青
少
年
育
成
会
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広報部長 谷口秀人

12月11日、コミュニティーセンターにおいて、

ＮＰＯ法人なんぶＳＡＮチャン

ネル理事長、野口隆資さんを

お招きして「ＳＡＮチャンネ

ルの活動と見て楽しくなるビ

デオ撮影のこつ」～だれでもで

きるビデオ投稿～についてお話を伺いました。

野口理事長さんからは、ビデオ投稿をする際

の撮影のコツは、

①狙った映像はカメラを動かさないで撮影する

こと

②あとでたくさんの人が見てくれることを意識

して撮影すること

③できれば三脚を使うほうがよいこと

④人の顔を撮るときは胸から上を撮影するとよ

い

⑤撮影の中にインタビューがあると面白いなど

でした。

特に、自分がデレクターでありプロデューサー

の気持ちになって、見ている人に何を訴えた

いのか考えればよいと、アドバイスをいただ

きました。

広報部研修会を開催しました

11月21日午後、花と緑の会の皆さんで、東西町

ふれあい花壇の花の植え替えが行われました。夏

のマリーゴールドとほうき草から葉ボタンに植え

替えられました。ご覧ください。

花壇が植え替えられました

季節の花でいつもきれいです

笑いヨガのご案内

日 時：１月14日(金)10：00～11：00

場 所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

参加料：無料

申し込み：不要です。笑いたい方なら誰でもＯＫです。

持ち物：飲み物・汗ふきタオル

指 導：４区の笑いおばさん

～笑う門には福来たる～

みんなで笑って元気になりましょう。

＊医師から運動を止められている方は参加できま

せん。 問い合わせ：渡辺友子（４区２班）

12月12日、各種団体やボランティアの方々で大

掃除を行っていただきました。今年は、併せて消

火訓練と避難誘導訓練も行いました。

会議では事務局からの提案やお願い等をし、利

用者のみなさんからは要望や意見を出していただ

きました。

いつでも、だれでも気持ち良く安心して利用し

ていただくために「来た時よりもきれいに」へご

理解とご協力をお願いいたします。

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除と利用者会議

東西町の１１月までの可燃物収集実績

４～11月の可燃物累計は151.8トンでした。19年

度比では86.5％で、13.5％減となっています。

引き続き分別と台所ごみの水切りをお願いします。

野口理事長さん

路上駐車があり困っています！

Ｑ：軽自動車は車庫証明が不要だから路上駐車を

しても何ら問題がない？

Ａ：条例により軽自動車については、南部町を使

用者の住所とする場合、車庫証明は不用です。

しかし、それだから路上駐車をしても法律上

問題ないとは言えません。

Ｑ：どのような規制がありますか？

Ａ：自動車の保管場所の確保等に関する法律によ

り処罰されます。これは道路を自動車の保管

場所として使用したり、長時間(12時間以上、

又は夜間に8時間以上)駐車した場合です。

駐車禁止等の規制と関係無いため、駐車禁止

でない場所や場合でも適用されます。

（鳥取県警察本部生活安全企画課から聞き取り）

Ｑ：近くに駐車場が無くて困っていますが。

Ａ：協議会でも空地等を駐車場として、利用でき

るように地主と交渉したりしています。

お困りの方は一度ご相談下さい。

防災掲示板


