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南部町⇒地域振興協議会⇒東西町地域振興協議会

好天気が続いている中の10月９日(日)32回となりま

した大運動会が天津運動公園で開催されました。雨の

心配が無い為か皆さんの会場への足取りも軽やかに思

われます。７時過ぎから役員が集まり、テントの設置

や用具、賞品の準備、放送の試験なども手際良く準備

万端。

生田実行委員長の開会宣言と共に青空の中へ旗火が

打ち上がり、運動会が始まりました。

多かった参加者

「朝食は食べましょう」には小学生、中学生が出場。

競技が始まって、その数の多さに来賓で見えた町長も

驚きの様子でした。「人生山あり谷あり」にも多くの

幼児の姿がありました。応援席にもこの運動会でない

と会えない人の顔と姿がありました。

綱引き・総合リレー・総合優勝は全て２区

綱引きは久々に４区が決勝への進出を果たしました

が、場所決めのジャンケンに勝った２区が優

勝しました。どうやら綱引きの場所が勝敗を

分けたようでした。

総合リレーは昨年の悔しさを今年晴らそう

と密かに練習したアンカーを持つ２区が快勝

しました。総合優勝は若い人を多く要する２

区が、多くの競技で１位を取り２位の１区に

10点の差をつけ優勝しました。

応援賞は今年も４区

グラウンド一杯に黄色の輪が広がった傘踊りをメイ

ンにした応援で、今年も４区が応援賞を獲得。黒い衣

装でかためたよさこいソーラン踊りの３区の応援も見

事でした。

第32回東西町運動会
～競技のトロフィーはすべて２区が獲得～

ヨ～イ ドン！いくぞマラソン

今年も見事 ４区応援

４区のちびっ子も輪の中で応援

おっと こけるものか

～足並みそろえて～

３区応援 ソーラン踊りも決まったね！

大いに盛り上がった各区での慰労会

早く！ゆっくり

入れてよ！
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日 曜日 １１月の行事予定表
１ 火 絵手紙教室/福祉委員会

２ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/健康フラダンス教室/ミニテニス

３ 木 ＜健康講演会＞ ミニテニス

４ 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操 *【プラ類･発泡】ビン、缶

５ 土 銭太鼓/ソフトバレー

６ 日 ＜南部町ボランティアフェスティバル：西伯病院＞

７ 月

８ 火 ☀４区花はなサロン/☀３区さんさんサロン

９ 水 あみもの/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 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室/笑いヨガ

１２ 土 ３区区会19：30～(つどい)/野菜市９時～/そばの会/ソフトバレー

１３ 日 空き缶ごみ拾い

１４ 月

１５ 火 カラオケ(かなりや会)

１６ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

１７ 木 ピアノ教室/ミニテニス

１８ 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

１９ 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

２０ 日 ＜ソフトバレーボール大会＆カローリング大会＞

２１ 月

２２ 火 ハンドメイドクラブ

２３ 水 ＜リースづくり＞ 健康フラダンス教室/ミニテニス

２４ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

２５ 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

２６ 土 ＜伝達料理教室＞ 野菜市９時～/歩こう会/ソフトバレー

２７ 日 ＜リサイクル＞

２８ 月 うたの会

２９ 火

３０ 水 健康フラダンス教室

健康講演会 (福祉部)

講師：西伯病院 木村院長

日時：11月３日(祝)13：30～

場所：コミュニティセンター

広報部担当：吉村一郎

１２月の行事予定

4日(日)しめ縄講習会・ふれあい花壇のツリー設置・記念植樹【青少年育成会】

11日(日)ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除 ／ 23日(祝)歳末福祉の餅づくり【福祉部】

31日(土)年越しそばづくり【そばの会】

東西町ソフトバレーボール

＆カローリング大会

(人づくり部)

例年１月に開催していましたが今

年度は11月に変更して開催します。

日時：11月20日(日)10：00～

場所：ふるさと交流センター

申し込み：11月10日までに各区の

人づくり部員又は協議会へお申し

込みください。

リサイクル
(青少年育成会、西伯小学校)

日時：11月27日(日)9：00～

回収物：新聞紙・雑誌・アルミ・

ダンボール

伝達料理教室
福祉部(食生活改善推進員)

日時：11月26日(土)10：00～13：00

場所：コミュニティセンター

参加料：500円

先着：10名

対象：男女問いません

申し込み締め切り：11月15日まで

に協議会へ申し込んでください。

準備品：エプロン、三角巾

わくわくショップ

(町づくりの会)

今月は刃物研ぎをします。

受付時間：8：00～

リースづくり
(スローライフ研究会)

自然の材料でリースをつくります。

日時：11月23日(祝)9：30～15：00

場所：つどい

指導者：平新初枝さん

参加料：200円

申し込み締め切り：11月15日

準備品：花ばさみ,ラジオペンチ,昼食

材料があればお

持ちください。

11月15日(火)～16日(水)

ジゲの道プロジェクト
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台風12号における東西町の対応については、朝

日新聞鳥取欄に10月４日取り上げられ、高い評価

をいただいています。それでも今後の改善点など

を探すための反省会を開きました。

・２区と３区の安否確認協力委員への対応指示が

無かった。

・地区の屋外放送や町の放送も聞き取りにくかっ

た。

・室内でも聞ける町の防災放送を東西町から出来

るように装置を更新して欲しい。

・対応済みの緑色ガムテープは雨の場合役に立た

ない。他の物に変更する必要がある。

・避難所対応委員の任務が明確でない。各班から1

名程度必要ではないか。

・交通の遮断なども考えておくべきだ。

今後更に整理をして、地区で出来ないものは町

などへ要望していきたいと思います。

＜崖や山に亀裂がある等、何か異変を見つけたらすぐ

に協議会にお知らせください。災害を未然に防ぐこと

につながります。＞

11月15日(火)～16日(水)に西町高台への上がり

道路へガードレール(90M)を設置します。今年も

この作業ボランティアを募集します。詳細は回覧

にてお知らせします。弁当や飲み物は提供します。

安心・安全な町づくりの為に皆さんのお力をお

貸しください。

９月に皆さんから出された町に対する行政要望

を町づくり部の部長、副部長と事務局で現地を廻っ

て確認したのち整理をし、運営委員会を経て町へ

提出しました。防災無線の機能整備、路盤の確認、

側溝の蓋整備、流末処理場への流入防止などです。

また、集会所前の溢

水対策や保育園の休日

保育などについては継

続要望としています。

行政要望を出しました（町づくり部）

ジゲの道プロジェクトボランテｲア募集

避難勧告発令時の反省会を開催（10月1日）

流末処理場への流入個所

運動会１週間前の10月２日(日)、早朝７時半か

ら草取り用具を持参した60名のボランティアの方々

と天津運動公園の除草作業を行いました。約１時

間で見違えるほどきれいになり、お陰様で大きな

怪我もなく無事運動会を終える事ができました。

また、８名の有志のみなさんで遊具広場の草刈り

も行われました。ありがとうございました。

天津運動公園の整備が行われました

10月24日(月)島根県隠岐の島町の「西郷中町町

内会連合会」か

ら２名の方が東

西町の高齢者等

の見守り体制と

自主防災体制に

ついて視察に

見えました。

隠岐西郷町から視察に来られました

協議会事務所前で視察の方との写真

「みんなで考える！第４回南部町教育の集い」が

10月22日南部町公民館多目的ホールで開かれ、

黒木事務局員が

「地域の教育力っ

て何！？」の座

談会で東西町の

取組みについて

発表しました。

黒木さんが東西町の取り組みを発表

～小学生も頑張っています～

春の初登校から毎朝、６年

生の遠藤百奈ちゃんが１年生

の藤原祐ちゃんを見守りなが

らバス停まで行きます。

運動会４区傘踊り応援

隊の慰労会
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○地域ふれあいフェスタ「南部町月間」で東西町

をＰＲしました

10月１日、２日、15日、16日、23日の５日間、

米子市角盤町にある中海テレビ放送局で地域ふれ

あいフェスタ「南部町月間」が開催され、「押し

花」展示と体験コー

ナー、「手づく

り布小物」と１

区原田さんの

「木工製品」や

「シフォンケー

キ・コーヒー」

の販売を行い、

東西町の元気さ

をＰＲしました。

○ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ和室のエアコンを交換しました

安全を優先し灯油より光熱費はかかりますが、

コミュニティセンター和室のエアコンを冷房も

暖房も出来る機種に交換しました。

(早々に切り忘れがありました。帰る時の確認をお願いします。)

○ごみ袋は売り切れました

協議会事務所で斡旋していました指定ごみ袋小

は売り切れとなりました。

○天津運動公園の一部が使用できません

バイパス工事に伴い切り出した竹の置き場とす

る為、天津運動公園の一部の利用ができません。

ご理解をお願いします。予定期間10/24～12月上旬

秋季火災予防運動

期間：平成23年11月９日(水)～11月15日(火)

『燃えてからでは遅い！たこ足配線の危険性』

一つのコンセントからいくつも電源を取る「タ

コ足配線」は、コンセントを異常に加熱させるた

め火災発生の原因となり大変危険です。

通常のコンセントから取り出せる電気の総アン

ペア数は15アンペア(1500W)と決められています

ので、その範囲内で利用されているか確認してみ

て下さい。※異常を見つけた場合は近くの電気店

にご相談下さい。

また、過去に地区内で、コンセントにほこりが

着いたことが原因でのボヤがありました。定期的

にコンセント周辺の掃除もお願いします。

住宅火災警報器の設置状況調査及び

普及啓発について

日時：11月９日(水)～14日(月)の間、米子消防署

南部出張署から午前中に各家庭を訪問され普及啓

発活動を行われます。ご協力をお願いします。

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

天候にも恵まれ早朝から東西町の一斉清掃が行

われました。数日も前からこの日に合わせるよう

に、あちらこちらで草刈り機の音が響いていまし

た。お陰さまで何処を歩いても除草され、とても

きれいで気持ちのいい町になりました。

今回の反省としては、秋は泥と草の両方を協議

会が準備した２台のトラックで回収にまわりまし

たが、積込みの場所もわかりにくかったり、無人

のところもあり、時間がかかってしまった事です。

今後、回収方法等も検討して行きたいとおもいま

す。ラジオ体操も今回は314名の方が参加されま

した。清掃終了後にはほとんどの班が会議をもた

れたようでした。

にぎわう東西町ブース

（中海テレビ放送局）

数日前に老人会の大会があったばかりで充分に

練習された面々の中に小学生４名と初参加の方も

数名混じって計28名で行われました。ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ続

出の予想で賞品を準備。しかし、前日の雨の為か

ボールが重く、結果は４名(山本春枝、中本俊夫、

竹内絹子、折戸弘)の方々でした。(敬称略)

優勝は、コンスタントに前半21打、後半20打、

計41打の北尾 奣さん(1-5)でした。

２位：折戸 弘、３位：中本俊夫、加藤昇一(敬称略)

ＢＢ争いは小学生間でのし烈な戦いを制した、

６年生の富谷音々ちゃんでした。

東西町グラウンドゴルフ大会 10月22日(土)

秋の一斉清掃とラジオ体操 10月16日(日)

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居入会＞よろしくお願いします。

４区１班 藤田佳史 福成915-24番地

＜退去退会＞お元気で。

１区２班 萱堂光徳 西町167番地
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10月１日、２日、15日、16日、23日の５日間、

米子市角盤町にある中海テレビ放送局で地域ふれ

あいフェスタ「南部町月間」が開催され、「押し

花」展示と体験コー

ナー、「手づく

り布小物」と１

区原田さんの

「木工製品」や

「シフォンケー

キ・コーヒー」

の販売を行い、

東西町の元気さ

をＰＲしました。

○ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ和室のエアコンを交換しました

安全を優先し灯油より光熱費はかかりますが、

コミュニティセンター和室のエアコンを冷房も

暖房も出来る機種に交換しました。

(早々に切り忘れがありました。帰る時の確認をお願いします。)

○ごみ袋は売り切れました

協議会事務所で斡旋していました指定ごみ袋小

は売り切れとなりました。

○天津運動公園の一部が使用できません

バイパス工事に伴い切り出した竹の置き場とす

る為、天津運動公園の一部の利用ができません。

ご理解をお願いします。予定期間10/24～12月上旬

秋季火災予防運動

期間：平成23年11月９日(水)～11月15日(火)

『燃えてからでは遅い！たこ足配線の危険性』

一つのコンセントからいくつも電源を取る「タ

コ足配線」は、コンセントを異常に加熱させるた

め火災発生の原因となり大変危険です。

通常のコンセントから取り出せる電気の総アン

ペア数は15アンペア(1500W)と決められています

ので、その範囲内で利用されているか確認してみ

て下さい。※異常を見つけた場合は近くの電気店

にご相談下さい。

また、過去に地区内で、コンセントにほこりが

着いたことが原因でのボヤがありました。定期的

にコンセント周辺の掃除もお願いします。

住宅火災警報器の設置状況調査及び

普及啓発について

日時：11月９日(水)～14日(月)の間、米子消防署

南部出張署から午前中に各家庭を訪問され普及啓

発活動を行われます。ご協力をお願いします。

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

天候にも恵まれ早朝から東西町の一斉清掃が行

われました。数日も前からこの日に合わせるよう

に、あちらこちらで草刈り機の音が響いていまし

た。お陰さまで何処を歩いても除草され、とても

きれいで気持ちのいい町になりました。

今回の反省としては、秋は泥と草の両方を協議

会が準備した２台のトラックで回収にまわりまし

たが、積込みの場所もわかりにくかったり、無人

のところもあり、時間がかかってしまった事です。

今後、回収方法等も検討して行きたいとおもいま

す。ラジオ体操も今回は314名の方が参加されま

した。清掃終了後にはほとんどの班が会議をもた

れたようでした。

にぎわう東西町ブース

（中海テレビ放送局）

数日前に老人会の大会があったばかりで充分に

練習された面々の中に小学生４名と初参加の方も

数名混じって計28名で行われました。ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ続

出の予想で賞品を準備。しかし、前日の雨の為か

ボールが重く、結果は４名(山本春枝、中本俊夫、

竹内絹子、折戸弘)の方々でした。(敬称略)

優勝は、コンスタントに前半21打、後半20打、

計41打の北尾 奣さん(1-5)でした。

２位：折戸 弘、３位：中本俊夫、加藤昇一(敬称略)

ＢＢ争いは小学生間でのし烈な戦いを制した、

６年生の富谷音々ちゃんでした。

東西町グラウンドゴルフ大会 10月22日(土)

秋の一斉清掃とラジオ体操 10月16日(日)

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居入会＞よろしくお願いします。

４区１班 藤田佳史 福成915-24番地

＜退去退会＞お元気で。

１区２班 萱堂光徳 西町167番地
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会報まち11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

好天気が続いている中の10月９日(日)32回となりま

した大運動会が天津運動公園で開催されました。雨の

心配が無い為か皆さんの会場への足取りも軽やかに思

われます。７時過ぎから役員が集まり、テントの設置

や用具、賞品の準備、放送の試験なども手際良く準備

万端。

生田実行委員長の開会宣言と共に青空の中へ旗火が

打ち上がり、運動会が始まりました。

多かった参加者

「朝食は食べましょう」には小学生、中学生が出場。

競技が始まって、その数の多さに来賓で見えた町長も

驚きの様子でした。「人生山あり谷あり」にも多くの

幼児の姿がありました。応援席にもこの運動会でない

と会えない人の顔と姿がありました。

綱引き・総合リレー・総合優勝は全て２区

綱引きは久々に４区が決勝への進出を果たしました

が、場所決めのジャンケンに勝った２区が優

勝しました。どうやら綱引きの場所が勝敗を

分けたようでした。

総合リレーは昨年の悔しさを今年晴らそう

と密かに練習したアンカーを持つ２区が快勝

しました。総合優勝は若い人を多く要する２

区が、多くの競技で１位を取り２位の１区に

10点の差をつけ優勝しました。

応援賞は今年も４区

グラウンド一杯に黄色の輪が広がった傘踊りをメイ

ンにした応援で、今年も４区が応援賞を獲得。黒い衣

装でかためたよさこいソーラン踊りの３区の応援も見

事でした。

第32回東西町運動会
～競技のトロフィーはすべて２区が獲得～

ヨ～イ ドン！いくぞマラソン

今年も見事 ４区応援

４区のちびっ子も輪の中で応援

おっと こけるものか

～足並みそろえて～

３区応援 ソーラン踊りも決まったね！

大いに盛り上がった各区での慰労会

早く！ゆっくり

入れてよ！
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日 曜日 １１月の行事予定表
１ 火 絵手紙教室/福祉委員会

２ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/健康フラダンス教室/ミニテニス

３ 木 ＜健康講演会＞ ミニテニス

４ 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操 *【プラ類･発泡】ビン、缶

５ 土 銭太鼓/ソフトバレー

６ 日 ＜南部町ボランティアフェスティバル：西伯病院＞

７ 月

８ 火 ☀４区花はなサロン/☀３区さんさんサロン

９ 水 あみもの/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 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室/笑いヨガ

１２ 土 ３区区会19：30～(つどい)/野菜市９時～/そばの会/ソフトバレー

１３ 日 空き缶ごみ拾い

１４ 月

１５ 火 カラオケ(かなりや会)

１６ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

１７ 木 ピアノ教室/ミニテニス

１８ 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

１９ 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

２０ 日 ＜ソフトバレーボール大会＆カローリング大会＞

２１ 月

２２ 火 ハンドメイドクラブ

２３ 水 ＜リースづくり＞ 健康フラダンス教室/ミニテニス

２４ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/ミニテニス

２５ 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

２６ 土 ＜伝達料理教室＞ 野菜市９時～/歩こう会/ソフトバレー

２７ 日 ＜リサイクル＞

２８ 月 うたの会

２９ 火

３０ 水 健康フラダンス教室

健康講演会 (福祉部)

講師：西伯病院 木村院長

日時：11月３日(祝)13：30～

場所：コミュニティセンター

広報部担当：吉村一郎

１２月の行事予定

4日(日)しめ縄講習会・ふれあい花壇のツリー設置・記念植樹【青少年育成会】

11日(日)ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除 ／ 23日(祝)歳末福祉の餅づくり【福祉部】

31日(土)年越しそばづくり【そばの会】

東西町ソフトバレーボール

＆カローリング大会

(人づくり部)

例年１月に開催していましたが今

年度は11月に変更して開催します。

日時：11月20日(日)10：00～

場所：ふるさと交流センター

申し込み：11月10日までに各区の

人づくり部員又は協議会へお申し

込みください。

リサイクル
(青少年育成会、西伯小学校)

日時：11月27日(日)9：00～

回収物：新聞紙・雑誌・アルミ・

ダンボール

伝達料理教室
福祉部(食生活改善推進員)

日時：11月26日(土)10：00～13：00

場所：コミュニティセンター

参加料：500円

先着：10名

対象：男女問いません

申し込み締め切り：11月15日まで

に協議会へ申し込んでください。

準備品：エプロン、三角巾

わくわくショップ

(町づくりの会)

今月は刃物研ぎをします。

受付時間：8：00～

リースづくり
(スローライフ研究会)

自然の材料でリースをつくります。

日時：11月23日(祝)9：30～15：00

場所：つどい

指導者：平新初枝さん

参加料：200円

申し込み締め切り：11月15日

準備品：花ばさみ,ラジオペンチ,昼食

材料があればお

持ちください。

11月15日(火)～16日(水)

ジゲの道プロジェクト




