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南部町⇒地域振興協議会⇒東西町地域振興協議会

９月３日早朝、台風12号の影響で１区２班と４区１

班で土砂崩れが発生しました。１区２班では住宅の裏

山が崩れて物置が崩壊し、住宅内にも土砂が流れ込み

ました。この為、駆け付けた西部消防と相談し、午前

６時過ぎから近くの家々に、安否確認協力委員と一緒

に避難を呼びかけました。やがて、町からの避難勧告

発令を受け、国道180号より西側の地区の方に対して、

地区屋外放送設備、車載スピーカーでの放送や、安否

確認協力委員が戸別訪問して、避難所への避難の呼び

かけをしました。移動が不自由な方などは車での搬送

を行いました。避難所には一時160人もの方が避難。

お昼の炊き出し、夕方や朝の豚汁、みそ汁作りの際に

は、福祉部員、地域福祉委員、食生活改善推進委員に

加えて、避難された方々も一緒になり対応していただ

きました。夜の避難所では男性６人、女性４名、役場

職員２名が夜通しで詰め、避難者の対応にあたりまし

た。台風は夜半には日本海へ抜け、町から発令されて

いた避難勧告も解除されたので、４日10時をもって避

難所を閉鎖しました。

地区の多くの方から「9月１日に行った避難訓練の

お蔭で慌てることなく冷静に対応できた」との声を聞

きました。又、テレビや新聞などを見て地区外の方か

らも「東西町の対応はすばらしい」との評価もいただ

きました。近々反省会で、足りなかったことなどを整

理し今後に生かしたいと考えています。

台風12号、地区内で土砂崩れ発生！
～160人が避難しました～

集会所横への水の流入を土嚢で防ぎました

土砂くずれ現場（西町 1区2班）

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰに一時は160人が避難しました

土砂災害想定避難訓練を実施（９月１日）

防災の日に合わせ、土砂災害避難勧告が発令されたことを想定

しての避難訓練を１区～４区のすべてを対象にして行いました。

新たに委嘱した「安否確認協力委員」36人がこのたび新調したヘ

ルメット、ユニホームを着用して、昼間独居の方を含めた要確認

者宅を廻り、安否の確認と避難を呼びかけていただきました。平

日の午後３時からでしたが、総計96名の方の参加がありました。

その後の反省会で「１区と４区の避難経路となっている牧田池横

から３区６班への道が狭く、急であるので車イスでは上がれない」など今後の改善点が分かりました。

避難所へ誘導する安否確認協力委員

(9月1日の訓練風景)

前々日の避難訓練が役立ちました
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日 曜日 １０月の行事予定表
１ 土 避難対応会議/銭太鼓/バレー

２ 日 ＜天津運動公園整備＞

３ 月

４ 火 絵手紙教室

５ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/ミニテニス

６ 木 ２区サロン/１区西町サロン/ピアノ教室/ミニテニス

７ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操/健康結果説明会/運動会打ち合わせ

*【プラ類・発泡】ビン、缶

８ 土 野菜市９時～/そばの会/ソフトバレー

９ 日 ＜第32回東西町地区大運動会＞

１０ 月

１１ 火 ４区花はなサロン/福祉部会

１２ 水 あみもの同好会/フラダンス/ミニテニス

１３ 木 ハンドメイドクラブ/ピアノ教室/万寿会役員会/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/笑いヨガ

１５ 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

１６ 日 ＜秋の一斉清掃とラジオ体操＞

１７ 月

１８ 火 カラオケ(かなりや会)

１９ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

２０ 木 ３区さんさんサロン/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 ＜グラウンドゴルフ大会＞野菜市９時～/歩こう会/バレー

２３ 日

２４ 月 うたの会

２５ 火

２６ 水 フラダンス/ミニテニス

２７ 木 あみもの同好会/１区西町サロン/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

＊不燃ごみ

２９ 土 子ども会日帰り旅行/グ：わかとり(終日)

３０ 日

３１ 月

グラウンドゴルフ大会
(人づくり部)

日時：10月22日(日)

午前10時から

場所：天津運動公園

申し込み：10月14日までに協議会

へ申し込んでください。

用具がなくても、初めてでも簡

単にできますのでみなさんご参加

ください。

○秋の一斉清掃(町づくり部)

○ラジオ体操(人づくり部)

日時：10月16日(日)

○ラジオ体操・7：50～

○一斉清掃・8：00～

ふれあいときれいな町づくりへ

ご協力をお願いいたします。

広報部担当：谷口秀人

１１月の行事予定

3日(祝)健康講演会【福祉部】 ／ 6(日)南部町ボランティアフェスティバル

第32回東西町大運動会

「このふれあいを住み良い

町づくりへつなげよう！」

日時：10月９日(日)

場所：天津運動公園

東西町全体の親睦とふれあいの

運動会です。全員参加の○×クイ

ズもありますのでみなさまのご来

場とご参加をおねがいいたします。

・駐車場許可書を発行します。

締め切り：10月７日までに事務

所にお越しください。

天津運動公園の整備
(人づくり部)

運動会に伴う天津運動公園の整

備とライン引きを行います。

日時：10月２日(日)午前7：30～

場所：天津運動公園

掃除用具等持参ください。また

軽トラックをお持ちの方はお貸し

ください。

みなさまのご協力をお願いいた

します。

10月

地域ふれあいフェスタ

1日・2日・15日・16日・23日

10：00～14：00
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23年度東西町敬老会が９月25日(日)に開催されました。

原会長の挨拶に続き、来賓の代表として坂本町長からお祝い

の言葉をいただきました。

アトラクションは大爆笑のＤＶＤ、安来節保存会の方々によ

る、しげさ節の歌と踊り、安来節、銭太鼓、どじょうすくいの

男踊り、「東西町うたの会と一緒に」では、もみじ、山寺の和

尚さん、森の水車を歌い、久しぶりに大きな声で笑い歌ったと、

好評でした。祝宴の間でクイズ「私は誰でしょう」をおこない、

３名の美男美女の写真を見て誰かを当て、当てた人には豪華？賞品があ

りました。皆様のご協力ありがとうございました。

(福祉部長 林原幸子)

福祉部を中心とした実行委員会により、参加される方々に楽しんで

いただけるよう会議を重ね準備しました。前日は役員で記念品や会場準

備等入念なチェックと打ち合わせを行い準備万端。快晴の当日を迎え、

東西町地区で181名の対象者の内、68名の方々のご出席をいただきました。

今年は大いに笑ってもらい、参加形の敬老会になるよう企画をしました。大爆笑あり、終始にこにこ

とされていた印象があり良かったなと感じました。お元気でまた来年もお会いしましょう。 (事務局)

夏休み みんなでラジオ体操の表彰式を台風のた

め、９月４日に延期して開催しました。参加者も

年々増加し、今年は皆勤賞が計42名、内子ども20

名、大人22名が一

日も休まずに参加

されました。台風

の翌日ではありま

したが、たくさん

の方が来られ、表

彰式が行われまし

た。

原和正会長から

さわやか皆勤賞のみなさんに表彰状とプレゼント

が渡されました。

お世話いただきました皆様、スタンプ押しをし

てくれた子ども達、ありがとうございました。

米子市角盤町にある中海テレビ放送局（旧NHK米

子支局）で、地域ふれあいフェスタ「南部町月間」

が開催されます。東西町からは、押し花同好会

「押し花」、遊友クラブでの「手づくり布小物」、

１区原田さんの「木工製品」、わくわくショップ

の「シフォンケーキとコーヒー」の販売や展示が

あります。

協議会として「東西町に住みませんか」の定住

促進ＰＲを行います。10月１日、２日、15日、16

日、23日の５日間です。米子市などの知人の方へ

是非声を掛け

てください。

尚、開催期

間中、10時か

ら先着100名

の方へ南部町

産の梨のプレ

ゼントがあり

ます。

地域ふれあいフェスタに出店します

退会のお知らせ （敬称略）

＜退去＞お世話になりました。

１区６班 毎川 勲 西町27番地

夏休み みんなでラジオ体操の表彰式

布小物づくりのようす（悠友クラブ）

～10月から開催の地域ふれあいフェスタ

で即売する布小物を皆さんで制作中～

平成23年度 第５回東西町地区敬老会

安来節保存会のプロの妙技

ラジオ体操で皆勤表彰を受ける３兄妹
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○回収されずに残されるごみが未だにあります

⇒レジ袋に入ったごみや、葉付きの木をひもで

結んだだけのもが残されています。

葉付きの木も指定のごみ袋を付けてください。

⇒薬(錠剤)のシートは軟プラですか？

可燃ごみに出してください。

不法投棄される方をを見かけられたら注意をし

ていただくか、協議会までお知らせください。

○節電のお願い

コミュニティセンター利用のみなさまへ

節電や省エネが叫ばれているこの頃ですが、協

議会としても費用の軽減に努力しているところで

す。特に大集会室のエアコン等の利用の際、少人

数であればアコーディオンカーテンで仕切る等、

節電にご協力をお願いします。

○コミュニティセンターの防

音サッシ工事が完了しました。

土砂災害の種類とそのまえぶれ(前兆現象)

避難勧告や避難指示が発令されていなくても、こ

のような前兆現象を見たり感じたりした場合は自

主的に避難してください。

土石流

●山鳴りがする。

●急に川の流れがにごり、

流木がまざっている。

●雨が降り続いているのに

川の水位が下がる。

●腐った土のにおいがする。

がけ崩れ

●がけに割れ目が見える

●がけから水が湧き出てい

る。

●がけから小石がぱらぱら

と落ちてくる。

●がけから木の根が切れる

などの音がする。

地滑り

●沢や井戸の水がにごる。

●地面にひび割れができる。

●斜面から水がふき出す。

●家や擁壁に亀裂が入る。

●家や擁壁、樹木や電柱が

傾く。

防災コーディネーター

平成23年度の行政要望にてお願いをしていまし

た、１区２班と４区５班のカーブミラーが設置さ

れました。安全運転を心がけましょう。

防災掲示板事務局からのお知らせ

事務室と大集会室が

二重サッシ窓になりました

カーブミラーが設置されました

１区２班

４区５班

子どもみこし(実行委員会)

初めて西町1区高台をねり歩きました
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防災掲示板事務局からのお知らせ

事務室と大集会室が

二重サッシ窓になりました

カーブミラーが設置されました

１区２班

４区５班

子どもみこし(実行委員会)

初めて西町1区高台をねり歩きました
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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

９月３日早朝、台風12号の影響で１区２班と４区１

班で土砂崩れが発生しました。１区２班では住宅の裏

山が崩れて物置が崩壊し、住宅内にも土砂が流れ込み

ました。この為、駆け付けた西部消防と相談し、午前

６時過ぎから近くの家々に、安否確認協力委員と一緒

に避難を呼びかけました。やがて、町からの避難勧告

発令を受け、国道180号より西側の地区の方に対して、

地区屋外放送設備、車載スピーカーでの放送や、安否

確認協力委員が戸別訪問して、避難所への避難の呼び

かけをしました。移動が不自由な方などは車での搬送

を行いました。避難所には一時160人もの方が避難。

お昼の炊き出し、夕方や朝の豚汁、みそ汁作りの際に

は、福祉部員、地域福祉委員、食生活改善推進委員に

加えて、避難された方々も一緒になり対応していただ

きました。夜の避難所では男性６人、女性４名、役場

職員２名が夜通しで詰め、避難者の対応にあたりまし

た。台風は夜半には日本海へ抜け、町から発令されて

いた避難勧告も解除されたので、４日10時をもって避

難所を閉鎖しました。

地区の多くの方から「9月１日に行った避難訓練の

お蔭で慌てることなく冷静に対応できた」との声を聞

きました。又、テレビや新聞などを見て地区外の方か

らも「東西町の対応はすばらしい」との評価もいただ

きました。近々反省会で、足りなかったことなどを整

理し今後に生かしたいと考えています。

台風12号、地区内で土砂崩れ発生！
～160人が避難しました～

集会所横への水の流入を土嚢で防ぎました

土砂くずれ現場（西町 1区2班）

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰに一時は160人が避難しました

土砂災害想定避難訓練を実施（９月１日）

防災の日に合わせ、土砂災害避難勧告が発令されたことを想定

しての避難訓練を１区～４区のすべてを対象にして行いました。

新たに委嘱した「安否確認協力委員」36人がこのたび新調したヘ

ルメット、ユニホームを着用して、昼間独居の方を含めた要確認

者宅を廻り、安否の確認と避難を呼びかけていただきました。平

日の午後３時からでしたが、総計96名の方の参加がありました。

その後の反省会で「１区と４区の避難経路となっている牧田池横

から３区６班への道が狭く、急であるので車イスでは上がれない」など今後の改善点が分かりました。

避難所へ誘導する安否確認協力委員

(9月1日の訓練風景)

前々日の避難訓練が役立ちました
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日 曜日 １０月の行事予定表
１ 土 避難対応会議/銭太鼓/バレー

２ 日 ＜天津運動公園整備＞

３ 月

４ 火 絵手紙教室

５ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/ミニテニス

６ 木 ２区サロン/１区西町サロン/ピアノ教室/ミニテニス

７ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操/健康結果説明会/運動会打ち合わせ

*【プラ類・発泡】ビン、缶

８ 土 野菜市９時～/そばの会/ソフトバレー

９ 日 ＜第32回東西町地区大運動会＞

１０ 月

１１ 火 ４区花はなサロン/福祉部会

１２ 水 あみもの同好会/フラダンス/ミニテニス

１３ 木 ハンドメイドクラブ/ピアノ教室/万寿会役員会/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/笑いヨガ

１５ 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

１６ 日 ＜秋の一斉清掃とラジオ体操＞

１７ 月

１８ 火 カラオケ(かなりや会)

１９ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

２０ 木 ３区さんさんサロン/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 ＜グラウンドゴルフ大会＞野菜市９時～/歩こう会/バレー

２３ 日

２４ 月 うたの会

２５ 火

２６ 水 フラダンス/ミニテニス

２７ 木 あみもの同好会/１区西町サロン/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

＊不燃ごみ

２９ 土 子ども会日帰り旅行/グ：わかとり(終日)

３０ 日

３１ 月

グラウンドゴルフ大会
(人づくり部)

日時：10月22日(日)

午前10時から

場所：天津運動公園

申し込み：10月14日までに協議会

へ申し込んでください。

用具がなくても、初めてでも簡

単にできますのでみなさんご参加

ください。

○秋の一斉清掃(町づくり部)

○ラジオ体操(人づくり部)

日時：10月16日(日)

○ラジオ体操・7：50～

○一斉清掃・8：00～

ふれあいときれいな町づくりへ

ご協力をお願いいたします。

広報部担当：谷口秀人

１１月の行事予定

3日(祝)健康講演会【福祉部】 ／ 6(日)南部町ボランティアフェスティバル

第32回東西町大運動会

「このふれあいを住み良い

町づくりへつなげよう！」

日時：10月９日(日)

場所：天津運動公園

東西町全体の親睦とふれあいの

運動会です。全員参加の○×クイ

ズもありますのでみなさまのご来

場とご参加をおねがいいたします。

・駐車場許可書を発行します。

締め切り：10月７日までに事務

所にお越しください。

天津運動公園の整備
(人づくり部)

運動会に伴う天津運動公園の整

備とライン引きを行います。

日時：10月２日(日)午前7：30～

場所：天津運動公園

掃除用具等持参ください。また

軽トラックをお持ちの方はお貸し

ください。

みなさまのご協力をお願いいた

します。

10月

地域ふれあいフェスタ

1日・2日・15日・16日・23日

10：00～14：00


