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会報まち３月
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

平成20年12月から始まったエコポイント制度

(スタンプ)が今月末で終了となります。

エコポイントは振興協議会でエコマネー又は、

商品に交換いたしますのでポイントカードを持っ

てお越しください。

エコマネーの利用：さつき祭(５月29日)まで。

商品の交換は：５月31日の午後５時まで。

エコポイント交換品

（スタンプ１個を1ポイントとします。）

・５ポイント⇒100エコマネー又はティッシュ他

・10ポイント⇒200エコマネー又は石鹸

・15ポイント⇒300エコマネー又は洗濯洗剤

・20ポイント⇒400エコマネー又は指定ごみ袋

(小)等です。

＊商品によっては多少の変更がある場合もあります。

エコポイント制度(スタンプ)は終了しますが、

引き続き分別等のエコ推進運動にご協力をお願い

いたします。

東西町の１月までの可燃物収集実績

４月～１月の可燃物累計は187.3トンでした。19

年度比では85.8％で、14.2％減となっています。

引き続き分別や台所ごみの水切りをお願いします。

エコポイントが３月で終了となります

◎部の統合について

協議会では昨年の総会で承認いただきました、

本年度の事業計画に基づき総務部と事業部の統合

(仮称：町づくり部）及び文化部と体育部の統合

(仮称：人づくり部）の検討を進め、１月の運営

委員会で承認を得ましたので、４月の総会に部統

合の提案を予定しています。

そこで、今回、町づくり部(仮称）、人づく

り部(仮称）の部員を公募します。

町づくり部（仮称）→これまでの総務・事業部の

業務が中心です。区から選出の理事さんはこの部

に所属していただきます。････２名程度を公募

人づくり部(仮称）→これまでの文化・体育事業

の企画業務を中心に行なっていただきます。（区

選出の理事さんの兼任は可能です）････15名程度

を公募

応募される方は、住所、氏名、連絡先を協議会事

務所まで連絡下さい。締め切りは３月18日としま

す。

◎地域葬祭実施の検討をしています

本年度の事業計画に上げていました地域葬祭事

業の実施に向けて「地域葬祭検討会」で検討を重

ねています。検討委員に委嘱していますのは、下

記の方々です。(敬称略）

乾 雄二(１区）岩尾勝幸(２区）重親猛男(３区）

野津正成(３区）松尾俊宏(４区）

会長、副会長が事務局として参加しています。

振興協議会からのお知らせ

昨年の総会風景

４区のエコポイント活動を知らせる案内看板（平成20年）
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日 曜日 ３月の行事予定表
１ 火 絵手紙教室

２ 水 フラダンス/写真クラブ/３区見守り世話人懇話会/ミニテニス

３ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

４ 金
ヨーガ/万寿会軽体操/４区見守り世話人懇話会/子ども育成会

*【プラ類・発泡】ビン、缶

５ 土 ＜お父さんのクッキングスクール＞ 銭太鼓/ソフトバレー

６ 日 ３区４班会議/ミニテニスクラブ会議

７ 月 大正琴/中学育成会

８ 火 ４区花はなサロン

９ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１０ 木 ピアノ教室/ミニテニス

１１ 金 総務・事業部合同会議/料理の会/詩吟クラブ/ヨーガ教室

１２ 土 そばの会/２区見守り世話人懇話会/ソフトバレー

１３ 日
＜リサイクル＞＜認知症サポーター養成講座＞野菜づくり同好

会空き缶ごみ拾い

１４ 月 ２区サロン/あみもの同好会

１５ 火 福祉委員会/カラオケ(かなりや会)

１６ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１７ 木 ミニテニス

１８ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室/笑いヨガ

＊【ざつがみ・プラ類・発泡】再ビン・ペットＢ・古紙

１９ 土
わくわくショップ10：30～/囲碁同好会/子ども育成会/銭太鼓

ソフトバレー

２０ 日 １区１班会議

２１ 月 大正琴

２２ 火 福祉部会

２３ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２４ 木 １区西町サロン/あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

２５ 金 料理の会/詩吟/ヨーガ教室/１区５班会議 ＊不燃ごみ

２６ 土 歩こう会/ソフトバレー/中学育成会

２７ 日

２８ 月 うたの会

２９ 火

３０ 水

３１ 木 あみもの同好会/ピアノ教室

４月の行事予定

17(日)東西町地域振興協議会通常総会【総務部】

（３月号広報部担当：谷口秀人)

認知症サポーター養成講座

日時：３月13日(日)13：30～

場所：つどい

認知症の人の気持ちを理解し、

接する時の心構えなどを学習し、

支え合うまちづくりを目指しましょ

う。

申し込みは不要ですので多数ご

参加ください。

エコキャプ推進活動

わくわくショップ時にペットボ

トルキャップの回収を行っていま

す。これは世界の子ども達にペッ

トボトルキャップ800個で１人の

子どもにワクチンを贈る事ができ

ます。

２月には48㌔ 19,200個のキャッ

プを発送しました。これで24名分

のワクチンを贈る事ができました。

持ち込まれる時のお願いです。

きれいに洗ったキャップを乾燥

させシールの貼ってあるものは、

はがしてから持ち込みをお願いし

ます。

受付出来ないもの：汚れたキャッ

プやペットボトルキャップ以外の

キャップ、企業からの持ち込み等

です。ご理解をお願いします。

リサイクル【青少年育成会】

日時：３月13日(日)9：00～

回収物：アルミ缶、ダンボール、

新聞紙、雑誌

(ビンやスチール缶は回収できません

のでご注意ください。)

子ども達が回収に回りますので、

積込み等の手伝いや暖かい言葉か

けをお願いします。

春はもうすぐ

３区周辺で見かけた水仙の花
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○遊友くらぶ

楽しい東西町にしたいナ～という気持ちでみな

さんが集まって「知恵を出し合い教え合う」ふれ

あいの場をもうけています。その中でちょっとで

も地域に役立つ事

ができたら最高に

嬉しいとおもいま

せんか？

男性も女性も家か

ら飛び出して金曜

日につどいに集まっ

て楽しく過ごしま

しょう。

○ソフトバレー大会

２月6日に南部町のソフトバレー大会が行われ

ました。男子２チーム、女子１チームの出場でし

た。女子は少数

精鋭で挑み見事

な団結力で３位

を獲得しました。

男子は２チーム

出場しましたが、

参加することに

意義がありまし

た。

○スキー＆スノーボード教室

１月29日に今年で５年目になったスキー教室は

奥大山が事故のため舛水高原に変更して開催しま

した。初回は歩くことも出来なかった子ども達が

スキーやスノーボードで先生の後に続きシュプー

ルを描きながら滑ってくるのを見ているととても

感激します。指導者には地域におられる指導経験

豊富な講師陣にお願いし、初級、中級、上級と分

かれて本格的な指導を行っています。東西町から

は3-4本川徹也さんと、4-2原会長に指導いただき

ました。

来年も自然からの贈り物を皆で楽しみましょう。

活動のあれこれ

平成22年度の行政要望で出ていた物で未着工で

あった①～④の工事が終了しました。

①２区２班 小森様宅前のくぼみ段差解消

②３区３班 柴田様前の側溝改善

③３区６班 中島様宅下の水路改善

④４区５班 細田様宅前突き当たりの舗装修理

行政要望他の工事等が完了しました

③3区６班 中島

様宅下 水路を追

加し溢水を改善→

つどいでのようす

ポイントした時のハイタッチ

←②３区３班 柴

田様宅前 側溝を

拡げ車庫への水の

浸入を改善

←ホース格納

箱の新設

ポプラの北側

にNo38を設置

しました。

→コミュニティー

センター床の隙

間を修理しまし

た。

大集会室の床を

持ちあげ沈下に

よって出来た隙間の修理をしました。

南部町指定の可燃ごみ袋

ポプラ東町店でも取り扱っています。

←コミュニティ

センター和室

の襖の張り替

えをおこない

ました。
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民生委員退任のご挨拶 五丁 栄（２区４班）

昨年11月末で民生委員を退任いたしました。在

任中に地域が大きく変わり、民生委員の活動も随

分変わってきました。民生委員として、みなさん

の声をしっかり聴いただろうかと反省していると

ころです。

研修会などで「傾聴」の話がよく出ましたので、

参考になればと思い、この話を退任のあいさつと

させていただきます。『人は、話を聴くより話す

ほうが好き。話すことで得られる満足度は聴くこ

との何倍も大きい。その一方で、聴いてもらうと

心が軽くなる。そして自分を受け入れてもらった

という心地よさが安心感につながり、信頼を寄せ

るようになる』・・・いかがでしょうか。

言葉で人は随分癒されます。高齢者は話し相手

を求めています。傾聴を心がけながら「より住み

よいまちづくり」ができればと思います。

本間福祉部長さんが大臣表彰を受賞

この度、本間福祉部長が平成22年度文部科学大

臣優秀教員表彰を受けられました。現在、米子養

護学校にお勤めです。おめでとうございます。

福祉部だより

東西町に活気を････と、毎月第３土曜日、10時

30分からわくわくショップを開催しています。

「もったいない」と「集う」を合言葉にリサイ

クル品や日用品、手作り小物や惣菜などの即売を

しています。併せて法勝寺の山尾商店、蒜山豆腐、

境港直送の魚屋さん等も来られます。どうぞお出

かけください。

＜メンバー紹介＞

阿部栄子、松永綾

子、池信恵、柴田

由香、岸喜美、岡

野ますみ、野口裕

子、全貞子、宅野

康子、黒木美由紀

つどいわくわくショップのお知らせ

２月は中学生(写真下３名)の手作りお菓子も販売しました。

みなさんお待ちしています～わくわくショップ一同～

東西町内で空き巣やバイクの盗難が発生！

昨年末から空き巣での現金等の被害や深夜から

早朝にかけてバイクの盗難の事案が多発していま

す。協議会でも回覧や防災放送、車での巡回パト

ロール等で、戸締り等をしていただくよう呼びか

けています。

犯罪の機会を与えないために下記を参考に防犯

対策にご協力をお願いいたします。

◎まず戸締り(施錠)☛☛☛外出は必ず、在宅中で

も注意(玄関・窓・勝手口・風呂等や単車・車)

◎地域での仲間意識☛☛☛日常から挨拶を交わす

◎見かけない人こそ積極的に声をかける☛☛☛

［こんにちは、何かおさがしですか］など

◎散歩しながらミニパトロール☛☛☛見慣れない

人や車はないか

犯罪者は必ず下見をします

◎留守とわかることは避ける

①新聞等がポストに入ったまま

②雨戸やカーテンが閉めっぱなし

③長期間不在の時には隣近所に声をかけておく

(照明やラジオをタイマー設定にする方法も)

◎防犯グッズを目立つように取り付ける

◎玄関や庭にセンサーライトを取り付ける

◎垣根や塀等を低くし、見通しを良くする

◎防犯用の敷石(歩くと音がする)等を使用する

犯罪の無い安全で安心な町を実現するため、地

域ぐるみで団結し、犯罪の発生しにくい雰囲気作

りをしましょう。

防災掲示板

１月31日(日)米子消防署・南部出張所から講

師をお迎えし、救命訓練を実施しました。

受講生12名

は３体の人

形を使用し

て心肺蘇生

方法やAE D

の操作など

の実技指導

を受けまし

た。

22年度の救命訓練を実施

女性の方も熱心に受講しました。


