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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

自主防災組織での県知事表彰記念祝賀会を開催

11月に受けた自主防災組織の県知事表彰の祝賀会を１月20日(金)に開

催しました。春以降災害時の初動体制づくりや避難訓練、台風12号での

避難誘導などにお力添えをいただきました区長、安否確認協力委員にご

案内をしました。

当日は町長や副町長、総務課長、企画課長そして細田議員、杉谷議員

も駆けつけていただき、総計32人の祝賀会となりました。

東日本大震災の発生翌日から取り組んできました災害時の初動体制づくりや避難訓練の様子、表彰式

の様子の写真をスライドで上映しました。

今後も共助の精神で、安心・安全な町づくりに取り組みたいとの意気込みを皆で新たにしました。

町から自走式の除雪車が貸与されたのを機に、昨年の大雪時の経験を踏まえ除雪ボランティア隊を結

成しました。昨年末にボランティアを募り、実機での操作練習を終えました。

出動基準は概ね積雪が15㎝以上になった時で、朝６時半頃から国道

側の歩道やバス停乗降場付近の除雪を１グループ４人程度、３グルー

プ交代で出動することにしています。

除雪ボランティア・道あけ隊の皆さん(敬称略)

長谷川(1-5)、小川(2-2)、森長(2-3)、

岩成(3-2)、生田(3-5)、平新(4-1)、兵庫(4-1)、佐藤(4-2)、

渡辺(4-2)、原(4-2)、小杉(4-3)、松尾(4-5)

追加隊員を募集しています。

ご協力いただける方は事務局(66-4724)までご連絡ください。

除雪ボランティア・道あけ隊結成

新除雪機での操作練習風景

副賞の大型鍋とコンロで

おでんをつくりました

坂本町長からお祝いの言葉をいただきました
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日 曜日 ２月の行事予定表
１ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/ミニテニス

２ 木 ２区サロン/ミニテニス

３ 金
運営委員会/万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発砲・プラ類】ビン、缶

４ 土 花と緑の会/子ども育成会/ソフトバレー

５ 日 ＜南部町ソフトバレー大会＞

６ 月

７ 火

８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

９ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１０ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

１１ 土 ＜毛糸で編むペットボトルケース＞ そばの会/ソフトバレー

１２ 日 ＜健康講座：誰でも出来る介護の基本講習会＞ 空き缶拾い

１３ 月

１４ 火 ４区花はなサロン/絵手紙教室

１５ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１６ 木 ☀３区さんさんサロン/ミニテニス

１７ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発砲・プラ類・ざつがみ】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/ソフトバレー

１９ 日 麻雀同好会

２０ 月

２１ 火 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 １区西町サロン/あみもの同好会/ミニテニス

２４ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２５ 土 ＜魔法の調理グッズ鍋帽子をつくろう＞ ソフトバレー

２６ 日

２７ 月 うたの会

２８ 火 ハンドメイドクラブ/福祉委員会

２９ 水 健康フラダンス教室

広報部担当：谷口秀人

３月の行事予定
３日(土)・24日(土) 裂き織り【人づくり部】

５日(月) 男の料理教室【福祉部】

11日(日) リサイクル【青少年育成会】

18日(日) 健康ウオーキング【福祉部】

魔法の調理グッズ

鍋帽子をつくろう
(人づくり部)

朝、火からおろした鍋に鍋帽子を

かぶせておくだけで、夕方には煮込

みが完成する魔法の帽子です。時間

とエネルギーの節約にもなります。

日時：２月25日(土)9：30～16：00

場所：つどい

指導者：東西町ハンドメイドクラブ

：土江佳子さん(3-3)

参加料：500円

申し込み締め切り：２月20日

準備品：裁縫用具、鍋寸法、昼食、

木綿布：28㌢両手鍋の場合の布

では(110幅×1ｍ)を表裏計２枚

毛糸で編むペットボトルケース
(人づくり部)

毛糸でおしゃれなケースを編みます

日時：２月11日(土)9：30～15：00

場所：つどい

指導者：東西町あみもの同好会

：後藤幸子さん(2-3)

参加料：無料

申し込み締め切り：２月８日

準備品：毛糸(並太程度では１玉)、

かぎ針、ボトル、昼食

健康講座 (福祉部)

「誰でも出来る介護の基本講習会」

ちょっとした時にも役立つ基本的な介護

の仕方を習いましょう

日時：２月12日(日)13：30～

場所：つどい

講師：伯耆の国より２名

裂き織り (人づくり部)

家にある布を追って小物をつくりましょう

日時：３月３日(土)・24日(土)

9：00～13：00

場所：つどい

指導者：高倉紀美子さん(1-5)

参加料：300円

準備品：そうめん等木箱、木綿布

＊詳細は申し込み時にお知らせします
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東西町での住宅浸入盗事件への対策

平成22年度鳥取県の犯罪概要によると、犯罪件

数5,189件のうち、窃盗犯が75％をしめており、

私達の生活の中で、ついうっかりの鍵かけ忘れの

家が多く狙われています。東西町でも昨年鍵かけ

忘れの浸入盗事件が発生し、現金が盗まれるとい

う事態となりました。

振興協議会では直ちに防犯パトロールを実施し、

施錠を徹底するよう呼びかけるとともに、施錠の

徹底文書を全戸配布しました。ちょっとした心が

けで大きな防犯効果が期待できます。

「鍵かけは防犯の基本」

～外出、就寝の際は必ず鍵をかけましょう～

対策事例

１．ガラスやぶり対策……補助鍵の設置

２．鍵やぶり対策………ワンドアーツーロック

（１扉に２個の鍵を付ける）

３．センサーライトを取り付ける

４．カメラ付きチャイムの設置

５．歩くと音がする防犯用敷石の設置

防災掲示板

とんどさんを開催

今年は昨年と違い雪も少なく、準備作業も順調に進めることが出

来ました。当日は７時半頃から正月の飾りを持って来られる人の姿

が見えはじめ、９時にはほとんどの人が来られたようです。

今後は子ども達が積極的に参加出来る企画、例えば「凧揚げ」

「書き初め」等を考えたいと思います。

『絆』を深めた新年会

今年は、初めての試みで『東西町の絆』

と言う文字を参加者により書き初めパフォー

マンスを行いました。一人が一画ずつ巨

大な筆で文字を完成させました。

写真でその巨大さをご覧ください。

また、広報部により協議会の1年間の事

業を振り返っての写真がスライドで上映されました。恒例となったプレゼントコー

ナーでは、年男１名と参加者の中から５名の方にプレゼントを贈呈しました。

参加者は40名でしたが、大変和気あいあいの新年会となりました。(町づくり部)

とんどさん・新年会

書き初めの前で「はいポーズ」

～成人おめでとうございます～

１区 松 岡 秀 和
１区 中橋 巧
１区 遠藤 奈緒美
１区 青砥 美佳
１区 花岡 美奈
２区 池信 真希
２区 石倉 正志
３区 岸 磨衣子
３区 佐藤 俊介
３区 入江 晋平
３区 竹田 新平

生かされているという気持ちを持って
社会に貢献できる人になってください

【平成23年度南部町成人式名簿を参考にしています】

とんどさん
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◎リースづくり(人づくり部)

11月23日にリースづくりを行いましたので作り

方を紹介します。

(準備品)

藤づる等のつる、

木の実、針金、

ドライフラワー、

ラジオペンチ、

木工用ボンド

(作り方)

①つるを丸め大きさと何重にするかを決める

②つるの中心に針金で吊り下げる用の輪をつくる

③木の実に針金を巻いてからつるにくくりつけて

いく

④ドライフラワー等の針金が使えない物は最後に

ボンドでつける

⑤リース裏面の針金等の始末をして完成です！

作ることだけが目的ではなく、自然に親しむこ

とや、環境にも関心を持ちながら幸せ感の増大を

図りました。

◎年越しそばづくり

(手打ちそばを楽しむ会)

毎年、東西町手打ちそばを楽しむ

会の皆さんの指導で行われる恒例の

年越しそばづくりが12月31日に行われました。

参加された方々の家庭では、めいめいに手作り

のそばで年を越されました。

活動の報告

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。

２区２班 枝野千代 東町4-27番地

納税組合って何？

税金や水道使用料を納める時に団体に登録して

納めると郵送費相当分の手数料がその団体に還付

されるという仕組みがあります。東西町地域振興

協議会も該当団体として、納税組合の事務を取り

扱っています。(手数料は協議会の収入となり各種

の事業に活用させていただいています。)

加入方法は？

納税組合加入申し込書に記入し、提出していた

だくだけです。(協議会事務所にあります。)

納付方法は？

現金振込み又は口座振替等、すでにご利用され

ている納付方法のままで、納付額が高くなる事や、

わずらわしいことはありません。

プライバシーは？

納付書は班長さんが配布されますが、密封され

ていますのでプライバシーは保護されています。

税金や使用料の種類は？

対象となる税金は、軽自動車税・町県民税・固

定資産税・国民健康保険税です。（該当される方

のみです）使用料は、水道使用料・下水道使用料

です。

詳しくは、東西町地域振興協議会 66-4724まで

お問い合わせください。

納税組合へ加入のお願い

施設の維持管理にご協力をお願いします

◎コミュニティセンター調理室

・棚を新設しました。

・ステンレス製ワゴン

を購入しました。

・食器ふき用とテーブルふき用の布巾は分けてく

ださい。

タオルハンガーに

名札を付けて分け

ています。

◎コミュニティセンター和室

・座布団（30枚）を新しい物に交換しました。

使用後は元あった場所に戻してください

事務局からのお知らせ

協議会では年末から年始にかけての帰省者に対

して空き地等を開放し、臨時駐車場として利用い

ただきました。皆さんのご協力で年末年始には地

区内での路上駐車のトラブルは大幅に減りました。

ありがとうございました。

しかしながら、未だに数台、常時路上駐車をさ

れている方があります。近くの駐車場を借りる等

で違法駐車をしないようお願いします。

路上駐車が少なくなりました

鍋やまな板等を収納しています
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・食器ふき用とテーブルふき用の布巾は分けてく

ださい。

タオルハンガーに

名札を付けて分け

ています。

◎コミュニティセンター和室

・座布団（30枚）を新しい物に交換しました。

使用後は元あった場所に戻してください

事務局からのお知らせ

協議会では年末から年始にかけての帰省者に対

して空き地等を開放し、臨時駐車場として利用い

ただきました。皆さんのご協力で年末年始には地

区内での路上駐車のトラブルは大幅に減りました。

ありがとうございました。

しかしながら、未だに数台、常時路上駐車をさ

れている方があります。近くの駐車場を借りる等

で違法駐車をしないようお願いします。

路上駐車が少なくなりました

鍋やまな板等を収納しています



第５５号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２４年２月１日

1

会報まち２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

自主防災組織での県知事表彰記念祝賀会を開催

11月に受けた自主防災組織の県知事表彰の祝賀会を１月20日(金)に開

催しました。春以降災害時の初動体制づくりや避難訓練、台風12号での

避難誘導などにお力添えをいただきました区長、安否確認協力委員にご

案内をしました。

当日は町長や副町長、総務課長、企画課長そして細田議員、杉谷議員

も駆けつけていただき、総計32人の祝賀会となりました。

東日本大震災の発生翌日から取り組んできました災害時の初動体制づくりや避難訓練の様子、表彰式

の様子の写真をスライドで上映しました。

今後も共助の精神で、安心・安全な町づくりに取り組みたいとの意気込みを皆で新たにしました。

町から自走式の除雪車が貸与されたのを機に、昨年の大雪時の経験を踏まえ除雪ボランティア隊を結

成しました。昨年末にボランティアを募り、実機での操作練習を終えました。

出動基準は概ね積雪が15㎝以上になった時で、朝６時半頃から国道

側の歩道やバス停乗降場付近の除雪を１グループ４人程度、３グルー

プ交代で出動することにしています。

除雪ボランティア・道あけ隊の皆さん(敬称略)

長谷川(1-5)、小川(2-2)、森長(2-3)、

岩成(3-2)、生田(3-5)、平新(4-1)、兵庫(4-1)、佐藤(4-2)、

渡辺(4-2)、原(4-2)、小杉(4-3)、松尾(4-5)

追加隊員を募集しています。

ご協力いただける方は事務局(66-4724)までご連絡ください。

除雪ボランティア・道あけ隊結成

新除雪機での操作練習風景

副賞の大型鍋とコンロで

おでんをつくりました

坂本町長からお祝いの言葉をいただきました
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日 曜日 ２月の行事予定表
１ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/ミニテニス

２ 木 ２区サロン/ミニテニス

３ 金
運営委員会/万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発砲・プラ類】ビン、缶

４ 土 花と緑の会/子ども育成会/ソフトバレー

５ 日 ＜南部町ソフトバレー大会＞

６ 月

７ 火

８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

９ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１０ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

１１ 土 ＜毛糸で編むペットボトルケース＞ そばの会/ソフトバレー

１２ 日 ＜健康講座：誰でも出来る介護の基本講習会＞ 空き缶拾い

１３ 月

１４ 火 ４区花はなサロン/絵手紙教室

１５ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１６ 木 ☀３区さんさんサロン/ミニテニス

１７ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発砲・プラ類・ざつがみ】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/ソフトバレー

１９ 日 麻雀同好会

２０ 月

２１ 火 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 １区西町サロン/あみもの同好会/ミニテニス

２４ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２５ 土 ＜魔法の調理グッズ鍋帽子をつくろう＞ ソフトバレー

２６ 日

２７ 月 うたの会

２８ 火 ハンドメイドクラブ/福祉委員会

２９ 水 健康フラダンス教室

広報部担当：谷口秀人

３月の行事予定
３日(土)・24日(土) 裂き織り【人づくり部】

５日(月) 男の料理教室【福祉部】

11日(日) リサイクル【青少年育成会】

18日(日) 健康ウオーキング【福祉部】

魔法の調理グッズ

鍋帽子をつくろう
(人づくり部)

朝、火からおろした鍋に鍋帽子を

かぶせておくだけで、夕方には煮込

みが完成する魔法の帽子です。時間

とエネルギーの節約にもなります。

日時：２月25日(土)9：30～16：00

場所：つどい

指導者：東西町ハンドメイドクラブ

：土江佳子さん(3-3)

参加料：500円

申し込み締め切り：２月20日

準備品：裁縫用具、鍋寸法、昼食、

木綿布：28㌢両手鍋の場合の布

では(110幅×1ｍ)を表裏計２枚

毛糸で編むペットボトルケース
(人づくり部)

毛糸でおしゃれなケースを編みます

日時：２月11日(土)9：30～15：00

場所：つどい

指導者：東西町あみもの同好会

：後藤幸子さん(2-3)

参加料：無料

申し込み締め切り：２月８日

準備品：毛糸(並太程度では１玉)、

かぎ針、ボトル、昼食

健康講座 (福祉部)

「誰でも出来る介護の基本講習会」

ちょっとした時にも役立つ基本的な介護

の仕方を習いましょう

日時：２月12日(日)13：30～

場所：つどい

講師：伯耆の国より２名

裂き織り (人づくり部)

家にある布を追って小物をつくりましょう

日時：３月３日(土)・24日(土)

9：00～13：00

場所：つどい

指導者：高倉紀美子さん(1-5)

参加料：300円

準備品：そうめん等木箱、木綿布

＊詳細は申し込み時にお知らせします


