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会報まち６月

(４月27日)

平日の昼間に地震災害が発生した場合、通常の防

災組織では区長や部長の方は外に働きに出ておられ

るので機能しない事が考えられます。東日本の大震

災の発生を受け、先ず独居・高齢者の安否の確認を

取る体制づくりが必要ではないかということになり

ました。そこで地区内の元気な方で比較的自宅にお

られる方を各区の安否確認協力委員にお願いしまし

た。４月27日、その方の中から１区５人、２区３人、

３区４人、４区５人の方に協力頂き、地震を想定し

た初動対応訓練を実施しました。

反省会では「各区とも協力員の人数が少ない」、

｢協力員とすぐ分かるユニホームが欲しい｣等の声が

ありました。今回の訓練を精査し必要な準備をする

と共に、今後は土砂災害や火事などに対する初動体

制の確立や訓練を実施していきたいと思います。

また、この訓練にはＮＨＫ鳥取放送局の取材が入

り、訓練状況を取材して、震災関連の町の取り組み

内容として５月23日に放送されました。
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地震発生時の
初動対応訓練を実施

鳥取県教育委員会から、東西町振興協議会を青少

年育成のモデル地区として推薦があり、5月21日(土）

福岡県で行なわれた中国・四国・九州地区生涯学習

実践研究交流会で実践発表を行いました。今年は第

30回の記念大会という節目の年で、北海道から沖縄

までの全国から延べ1,200人の参加があり28の事例

発表がありました。

原会長と黒木事務局員の二人が「公民館を核とす

る青少年の地域参画と住民協働のまちづくり」の題

目で発表しました。その内容は①小学校の頃から公

民館業務の補助や掃除などを手伝う事で地域に親し

みを感じていること、②青少年が地域の行事へ参画

することで地域に愛着を持ち、都会の学校を卒業し

ても地域にいつか帰ってこようとする気持ちが育っ

ていったこと、③ラジオ体操、リサイクル、夜間パ

トロール、見守り定時放送などの取り組みがやがて

「ジゲの道づくり」などの住民協働のまちづくりに

発展していったということを発表しました。

発表後の懇親会では参加者から「青少年育成だけ

ではなくそれが住民協働のまちづくりへ発展して行

くとはすばらしい」との感想や評価をいただきまし

た。

生涯学習実践研究交流会で
発表

ＮＨＫ放送局の取材の様子

災害時の初動対応表
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日 曜日 ６月の行事予定表
１ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/写真クラブ/ミニテニス

２ 木 ピアノ教室/ミニテニス

３ 金
運営委員会/ヨーガ教室/万寿会軽体操

*【プラ類・発泡】ビン、缶

４ 土 青少年育成会/銭太鼓/ソフトバレー

５ 日 ＜春の一斉清掃8：00～・ラジオ体操7：50～＞ピアノ/２区２班

６ 月

７ 火 福祉委員会/絵手紙教室

８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス/あみもの同好会

９ 木 ハンドメイドクラブ/ピアノ教室/ミニテニス

１０ 金 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室/笑いヨガ

１１ 土 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１２ 日 空き缶ごみ拾い

１３ 月

１４ 火 ４区花はなサロン/福祉部

１５ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１６ 木 ピアノ教室/ミニテニス

１７ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【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

２１ 火 水道料金改定についての説明会19：30～/カラオケ(かなりや会)

２２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２３ 木 ピアノ教室/ミニテニス/あみもの同好会

２４ 金
料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室

＊不燃ごみ

２５ 土 野菜市9：00～/万寿会女性委員会/ソフトバレー/歩こう会

２６ 日 ＜リサイクル＞＜ノルデックウォーク講習会＞ ２区サロン

２７ 月 うたの会

２８ 火

２９ 水 健康フラダンス教室

３０ 木 ピアノ教室

７月の行事予定

7日(木)七夕祭り【福祉部】

23日(土)～夏休みみんなでラジオ体操【福祉部】

（６月号広報部担当：吉村一郎)

リサイクル
【青少年育成会、西伯小共催】

資源の有効活用と高齢者に優し

い東西町のリサイクル活動にご協

力をお願いします。

とき：６月26日(日)９時～

回収物

新聞紙・雑誌・ダンボール

アルミ缶

その他の物は回収できません。

９時までに、所定の場所に持ち

出しをしてください。

子ども達が回収に回りますので

積込み等のご協力をお願いします。

高齢の方は自宅前の見える場所

にお出しください。

回収に回る小学生と一緒に近所の方が積み

込みを手伝ってくださいまいした。

人手が少なく積込みが大変です。

僅かな時間でも手伝っていただけると大変

助かります。

(前回の３区の風景)

～ノルディックウォーク講習会～

体力の増強に、健康維持に、ダ

イエットに、運動治療に、２本の

ポールがあれば誰でも、何処でも、

何時でも簡単にできるノルデック

ウォークの講習会を行います。

日 時：６月26日(日)

14：00～16：00

場所：コミュニティセンター

対象者：中学生以上

参加料：１名300円(用具代として)

講師：全日本ノルディックウォーク連盟

森田利寛様

運動靴でお越しください。

申込み：６月17日までに申し込

みをお願いします。
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(５月13日）

コミュニティセンターを町から指定管理を受け

た事に伴い各団体、教室、同好会などの施設利用

者への説明会と懇談会を開きました。町から指定

管理を受けたのは、条例で決められている施設利

用料を徴収するのが主目的ではなく、今まで以上

にコミュニティや社会教育・生涯学習の場所とし

てコミュニティーセンターを積極的に利用して欲

しいとの思いからです。

当日の説明会の内容は次の通りです。

①各団体(サロン、育成会、万寿会、協議会、区、

班など）は部屋使用料、冷暖房、ガス代共、今

後も全額減免とします。教室、同好会などにつ

いては、今年度は移行期間として全額減免とし

ます。

②次年度以降は節電意識を持っていただくために

も、利用者が相応に費用負担するのも必要では

ないかと考え、部屋使用料は減免としますが、

冷暖房費とガス代についての徴収は収支バラン

スを考え必要かどうかを検討していきます。

③葬祭で利用申し込みがあった場合、優先的に葬

祭で使用させていただきます。

④大集会室の清掃用にモップを２本購入したので、

使用後はモップ掛け及び掃除機での吸取りを必

ず実施してください。

⑤コミュニティセンターの和室の座布団が臭いと

の事ですので、新品を購入します。

⑥集会所には空気を自動換気する装置の設置を考

えています。

長谷川恵子（１区５班）

今春、私たち夫婦はとも

に退職となり、これからは

車旅を楽しもうと小さなキャ

ンピングカーを入手しまし

た。その矢先、未曾有の大

震災が発生、浮ついた気持

ちがとんでしまいました。

そこで自由になる時間、

車中泊可能など条件が揃っ

ていたので夫婦で災害ボラ

ンティアに駆けつけました。被災地は言葉に表せ

ないほどの惨状でしたが、懸命に立ち上がろうと

している人たちに接して当たり前の生活を普通に

営むことのありがたさを再認識させられました。

この先も訪問を重ねて微力ではありますが復興の

お手伝いを続けて行きたいと考えています。

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰの指定管理に伴う
説明会を開催

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします。

４区２班 佐藤重明 福成1051-8

＜退会＞お世話になりました。

３区２班 佐伯曜子 東町226

３区５班 渡辺千津子 東町45

６月５日(日)

7:50～ 一斉ラジオ体操【人づくり部】

8:00～ 春の一斉清掃【町づくり部】

空き地の草は各班で処理をお願いします。

土砂についてはトラックが回りますので班員の

方で積込んでください。

安全に注意をして、きれいな東西町にしましょ

う。また、良い機会ですので班内での話し合い

などを行ってはどう

でしょうか？

春の一斉清掃とラジオ体操（予告）

東北震災ボランティアに行きました

昨年の一斉ラジオ体操

コミュニティーセンター

を葬祭でご利用いた

だきました。
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○夏休み子ども体験教室について

子ども会からのお願いです。

夏休みの期間(7/23～8/27)、東西町の同好会等

の活動を子ども達に体験をさせてやりたいと思い

ます。受け入れていただける団体は７月１日まで

に協議会までお知らせをお願いします。

○施設の駐車場の使用許可書を発行いたします

帰省等で駐車場にお困りの場合、ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

等の駐車場を一時的にご利用いただくことができ

ます。ご利用の際は、駐車場使用許可書を車のフ

ロントガラスに置いて駐車してください。

許可の受付は協議会で行います。

○平成23年度南部町食生活改善推進員養成講座

受講者募集

町内にお住まいの方で、地域での食生活改善推

進員のお手伝いをしていただける方の参加を募集

しています。男性の方も大歓迎です。

期間：平成23年６月15日～11月まで(月１回)

申し込み：６月10日までに東西町地域振興協議会

へお願いします。

６月に入り、梅雨の季節を迎えます。これから

約一カ月間ほど長雨が続きうっとうしい季節とな

ります。「梅雨」という名称はちょうど梅の実が

熟すころ雨が降ることからつけられたものといわ

れています。農家にとっては農作物に欠かせない

恵の雨、田植えもこの時期におこなわれますが、

一般家庭では、カビやダニに悩まされたり、食中

毒に心配りが必要となります。身の周りの清潔や、

食品の取り扱いには十分な注意が必要です。

食中毒予防のポイント

１．食品の購入

☛新鮮な物、消費期限を確認して購入する。

２．家庭での保存

☛持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保存

する。

３．下準備

☛手を洗う。清潔な調理器具を使う。

４．調理

☛手を洗う。十分に加熱する。

５．食事

☛手を洗う。室温で長く放置しない。

６．残った食品

☛清潔な器に保存する。食す前に再加熱する。

☛ちょっとでも怪しいと思ったら、すぐに捨て

ましょう。

防災コーディネーター 渡辺

防災掲示板 事務局からのお知らせ

４月の総会が終わると直ぐに、さ

つき祭企画会議を行い、５月14日

には実行委員及び協力団体の代表

者で全体会議をおこないました。

また、５月16日にはボランティアの

方３名とよもぎ取りに行き、コミュニティセンター

で洗って、刻んで、湯がして、冷凍しました。

今年も美味しい草餅をみなさんに提供できると

おもいます。どうぞお出かけください。

さつき祭 準備万端！

盛り上がった福引き大会（昨年のさつき祭)

６月18日(毎月 第３土曜日)10：30～

つどいでわくわくショップを開催します。

毎月、生みたて新鮮卵・種醤油・手作り小物・

リサイクル品・手作り惣菜などを即売しています。

また、境直送鮮魚・蒜山豆腐・山尾商店も出店

６月は刃物研ぎが来られます。(受付は８時～)

喫茶で休憩とおしゃべりも・・

・・・・ご来店をお待ちしています。

わくわくショップへどうぞ
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しています。男性の方も大歓迎です。

期間：平成23年６月15日～11月まで(月１回)

申し込み：６月10日までに東西町地域振興協議会

へお願いします。

６月に入り、梅雨の季節を迎えます。これから

約一カ月間ほど長雨が続きうっとうしい季節とな

ります。「梅雨」という名称はちょうど梅の実が

熟すころ雨が降ることからつけられたものといわ

れています。農家にとっては農作物に欠かせない

恵の雨、田植えもこの時期におこなわれますが、

一般家庭では、カビやダニに悩まされたり、食中

毒に心配りが必要となります。身の周りの清潔や、

食品の取り扱いには十分な注意が必要です。

食中毒予防のポイント

１．食品の購入

☛新鮮な物、消費期限を確認して購入する。

２．家庭での保存

☛持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保存

する。

３．下準備

☛手を洗う。清潔な調理器具を使う。

４．調理

☛手を洗う。十分に加熱する。

５．食事

☛手を洗う。室温で長く放置しない。

６．残った食品

☛清潔な器に保存する。食す前に再加熱する。

☛ちょっとでも怪しいと思ったら、すぐに捨て

ましょう。

防災コーディネーター 渡辺

防災掲示板 事務局からのお知らせ

４月の総会が終わると直ぐに、さ

つき祭企画会議を行い、５月14日

には実行委員及び協力団体の代表

者で全体会議をおこないました。

また、５月16日にはボランティアの

方３名とよもぎ取りに行き、コミュニティセンター

で洗って、刻んで、湯がして、冷凍しました。

今年も美味しい草餅をみなさんに提供できると

おもいます。どうぞお出かけください。

さつき祭 準備万端！

盛り上がった福引き大会（昨年のさつき祭)

６月18日(毎月 第３土曜日)10：30～

つどいでわくわくショップを開催します。

毎月、生みたて新鮮卵・種醤油・手作り小物・

リサイクル品・手作り惣菜などを即売しています。

また、境直送鮮魚・蒜山豆腐・山尾商店も出店

６月は刃物研ぎが来られます。(受付は８時～)

喫茶で休憩とおしゃべりも・・

・・・・ご来店をお待ちしています。

わくわくショップへどうぞ
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会報まち６月

(４月27日)

平日の昼間に地震災害が発生した場合、通常の防

災組織では区長や部長の方は外に働きに出ておられ

るので機能しない事が考えられます。東日本の大震

災の発生を受け、先ず独居・高齢者の安否の確認を

取る体制づくりが必要ではないかということになり

ました。そこで地区内の元気な方で比較的自宅にお

られる方を各区の安否確認協力委員にお願いしまし

た。４月27日、その方の中から１区５人、２区３人、

３区４人、４区５人の方に協力頂き、地震を想定し

た初動対応訓練を実施しました。

反省会では「各区とも協力員の人数が少ない」、

｢協力員とすぐ分かるユニホームが欲しい｣等の声が

ありました。今回の訓練を精査し必要な準備をする

と共に、今後は土砂災害や火事などに対する初動体

制の確立や訓練を実施していきたいと思います。

また、この訓練にはＮＨＫ鳥取放送局の取材が入

り、訓練状況を取材して、震災関連の町の取り組み

内容として５月23日に放送されました。

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

地震発生時の
初動対応訓練を実施

鳥取県教育委員会から、東西町振興協議会を青少

年育成のモデル地区として推薦があり、5月21日(土）

福岡県で行なわれた中国・四国・九州地区生涯学習

実践研究交流会で実践発表を行いました。今年は第

30回の記念大会という節目の年で、北海道から沖縄

までの全国から延べ1,200人の参加があり28の事例

発表がありました。

原会長と黒木事務局員の二人が「公民館を核とす

る青少年の地域参画と住民協働のまちづくり」の題

目で発表しました。その内容は①小学校の頃から公

民館業務の補助や掃除などを手伝う事で地域に親し

みを感じていること、②青少年が地域の行事へ参画

することで地域に愛着を持ち、都会の学校を卒業し

ても地域にいつか帰ってこようとする気持ちが育っ

ていったこと、③ラジオ体操、リサイクル、夜間パ

トロール、見守り定時放送などの取り組みがやがて

「ジゲの道づくり」などの住民協働のまちづくりに

発展していったということを発表しました。

発表後の懇親会では参加者から「青少年育成だけ

ではなくそれが住民協働のまちづくりへ発展して行

くとはすばらしい」との感想や評価をいただきまし

た。

生涯学習実践研究交流会で
発表

ＮＨＫ放送局の取材の様子

災害時の初動対応表

第４７号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２３年６月１日

4

日 曜日 ６月の行事予定表
１ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/写真クラブ/ミニテニス

２ 木 ピアノ教室/ミニテニス

３ 金
運営委員会/ヨーガ教室/万寿会軽体操

*【プラ類・発泡】ビン、缶

４ 土 青少年育成会/銭太鼓/ソフトバレー

５ 日 ＜春の一斉清掃8：00～・ラジオ体操7：50～＞ピアノ/２区２班

６ 月

７ 火 福祉委員会/絵手紙教室

８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス/あみもの同好会

９ 木 ハンドメイドクラブ/ピアノ教室/ミニテニス

１０ 金 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室/笑いヨガ

１１ 土 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１２ 日 空き缶ごみ拾い

１３ 月

１４ 火 ４区花はなサロン/福祉部

１５ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１６ 木 ピアノ教室/ミニテニス

１７ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【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

２１ 火 水道料金改定についての説明会19：30～/カラオケ(かなりや会)

２２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２３ 木 ピアノ教室/ミニテニス/あみもの同好会

２４ 金
料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室

＊不燃ごみ

２５ 土 野菜市9：00～/万寿会女性委員会/ソフトバレー/歩こう会

２６ 日 ＜リサイクル＞＜ノルデックウォーク講習会＞ ２区サロン

２７ 月 うたの会

２８ 火

２９ 水 健康フラダンス教室

３０ 木 ピアノ教室

７月の行事予定

7日(木)七夕祭り【福祉部】

23日(土)～夏休みみんなでラジオ体操【福祉部】

（６月号広報部担当：吉村一郎)

リサイクル
【青少年育成会、西伯小共催】

資源の有効活用と高齢者に優し

い東西町のリサイクル活動にご協

力をお願いします。

とき：６月26日(日)９時～

回収物

新聞紙・雑誌・ダンボール

アルミ缶

その他の物は回収できません。

９時までに、所定の場所に持ち

出しをしてください。

子ども達が回収に回りますので

積込み等のご協力をお願いします。

高齢の方は自宅前の見える場所

にお出しください。

回収に回る小学生と一緒に近所の方が積み

込みを手伝ってくださいまいした。

人手が少なく積込みが大変です。

僅かな時間でも手伝っていただけると大変

助かります。

(前回の３区の風景)

～ノルディックウォーク講習会～

体力の増強に、健康維持に、ダ

イエットに、運動治療に、２本の

ポールがあれば誰でも、何処でも、

何時でも簡単にできるノルデック

ウォークの講習会を行います。

日 時：６月26日(日)

14：00～16：00

場所：コミュニティセンター

対象者：中学生以上

参加料：１名300円(用具代として)

講師：全日本ノルディックウォーク連盟

森田利寛様

運動靴でお越しください。

申込み：６月17日までに申し込

みをお願いします。




