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会報まち４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@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

東西町地域振興協議会では、４月１日より放課後児童クラブを開級することになりました。

小学生の児童の保護者が仕事などで児童の帰宅時に不在の場合、授業の終了した放課後および春・夏・

冬休み、土曜日等の学校休業日に放課後児童クラブで、家庭に代わる生活の場を確保し、遊びや学習・

生活指導等を行います。東西町児童クラブは、保護者の方の仕事と子育ての両立を支援したいと考え、

在宅生活支援ハウス「つどい」、コミュニティセンター、集会所、天津運動公園、祥福園の体育館を利

用して運営していきます。

その効果として

〇現在のプラザ西伯より30分の迎え時間の余裕ができる。

〇高齢者や乳児(近くに子育て支援ハウス「のびのび」）との交

流ができる。

〇地区挙げての子育て支援意識の醸成が期待できる、等です。

中心スタッフとして、長年ひまわり学級（放課後児童クラブ）

で指導員をしてこられた３区３班 柴田由香さんと地元の２区

５班 池信恵さんにお願いします。

東西町放課後児童クラブを開級

東西町の新１年生です。～よろしくお願いしまぁす～
後藤恭輔

（3-1）

神田萌花

（3-1）
小野佑月

（2-5）

小森陵平

（2-2）

勝田敦也(2-4) 本間寛人(3-2) 中井彩瑳(4-2) 瀬戸研憂(4-3)

遠藤翔一郎

（2-3）

東西町放課後児童クラブの説明会(3/9)
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日 曜日 ４月の行事予定表
１ 日

２ 月

３ 火 狂犬病予防接種13：30～14：00/絵手紙教室/麻雀同好会

４ 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

５ 木 ミニテニス

６ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

７ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

８ 日 麻雀同好会/クリーンウォーク(空き缶ごみ拾い)/低山を登る会

９ 月

１０ 火 ☀４区花はなサロン/男の料理同好会

１１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１２ 木 あみもの同好会/☀３区サロン/☀２区サロン/ミニテニス

１３ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ/万寿会役員会

１４ 土 野菜市/ソフトバレー

１５ 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

１６ 月

１７ 火 カラオケ(かなりや会)

１８ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１９ 木 ミニテニス

２０ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室/万寿会役員会

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙・乾・蛍

２１ 土 わくわくショップ10:30～/囲碁同好会/銭太鼓同好会/バレー

２２ 日 ＜新理事・班長会＞ 万寿会総会

２３ 月 うたの会

２４ 火 ハンドメイドクラブ

２５ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２６ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２７ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２８ 土 野菜市/歩こう会/ソフトバレー/みつばちプロジェクト

２９ 日

広報部担当：吉村一郎

５月の行事予定
６日(日) たけのこ掘り体験【青少年育成会】

27日(日) さつき祭【人づくり部・実行委員会】

施設をご利用及び講座等に

ご参加の皆様へ

昨年度はたくさんの皆様のご協

力をいただき素晴らしい活動がで

きました。新年度も各部等によっ

て、支え合う町づくりを目指して

事業を行ってまいります。「新し

い公共」に向け、住民のみなさん

が主体的に互いに助け合い、協力

し合い、安心できる町づくりを目

指して行きましょう。

ヨーガ教室会員募集！

自然治癒力を高め健康維持をし
ましょう！
日時：月４回 金曜日の19：30～
場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ
参加料：月 2,000円
募集定員：２名程度

申し込み：野口昭男 66-3936
(申込み先着順とします。)

総会のお知らせ
新年度通常総会を開催しますの

で皆様のご出席をお願いします。

止む無く出席出来ない方は、必

ず委任状を各班長様まで提出いた

だきますようお願いします。

(先月号の予定表に日程の誤りがあり

ました。正しくは下記のとおりです。)

日時：４月15日(日)9：00～

場所：東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

みつばちプロジェクト
東西町でミニ養蜂にチャレンジ

みつばちの巣箱づくり講習会を行いま

す。興味のある方は申し込んでください。

日時：４月28日(土)13：00～16：00

場所：つどい

指導者：岩尾勝幸

費用：材料代は自己負担

申し込み締め切り：４月10日

材料はこちらで準備しますが、

かなづち、プラスドライバー、の

こぎり等は持参ください。

東西町健康農園からのお知らせ

場所：祥福園西側

面積：１区画(80㎡)

使用料(年間)：１㎡(40円)

条件：肥沃な良い土地です

問合せ、申込：北尾奣 66-3971

(申込み先着順とします。)
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平成24年「春の全国交通安全運動」について

「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本

とし、下記の５点を重点として取り組みます。

又、４月10日(火)は、「交通事故死ゼロを目指す

日」です。

★運動期間

平成24年４月６日(金)～４月15日(日)の10日間

★鳥取県交通安全スローガン

～ゆずり合う ゆとりと笑顔 防ぐ事故～

★運動の重点

１．子どもと高齢者の交通事故防止

２．自転車の安全利用の推進

３．全ての座席のシートベルトと、チャイルドシー

トの正しい着用の徹底

４．飲酒運転の根絶

★期間中の取り組み「手のひらあいさつ」の推進

運転するあなたの気持を手振りで伝えましょう。

１．車両運転中、道路横断の歩行者に対して「ど

うぞ」の手振り

２．横断歩道や車道でのゆずり合いに「どうぞ」

の手振り

防災コーディネーター 渡辺

防災掲示板

３月10日(土)、みつばちプロジェクト視察研修

で倉吉市明倫公民館を訪ねました。同館の担当の

方から、みつばちの生態、蜜源花、巣箱の設置等

詳しい説明を受け、また13名の受講者からの熱心

な質問もあって予定時間を大幅に超過する有意義

な研修となりました。

同地区は市内でも高齢化率の高い地域とのこと

で、地区民の生きがいづくりの一環として養蜂を

取り入れたそうです。現在50戸程の庭先などに巣

箱を設置し、採れた蜂蜜は蜂蜜酒やケーキづくり

に活用する等地域活性化に寄与しているそうです。

４区１班 神崎靜人

視察研修に参加して

巣箱

フェンスに穴が開いていた３か所をトラロープで

仮修理をしました。家族でも危

険な場所に近づかないよう話し

合ってください。また、子ども

達が危険な場所で遊んでいたら

注意してください。

奥堤池(2区)フェンスの仮修理をしました

４月から東西町地域振興協議会メールアドレスが

下記のとおりに変更になりました。

新アドレス：tozaicho@yahoo.co.jp

健康ウオーキング(3/18)

今回はリニューアルし

た天萬庁舎を見学に行き

ました。帰りは赤猪岩神

社を巡って帰りました。

健康増進委員

料理教室(3/5)

８人の男性料理人で、

鱈のトマト煮、かぶのナ

ムル、れんこんと人参の

きんぴらのメニューをつ

くりました。

食生活改善推進委員

１区安田区長の提案で３月15日、いろりにて親

睦を深めました。班長の苦労(不満)話からボラン

ティアの話、法律問題、東西町の将来の話やらで

大変に盛り上がりました。

私なりの結論としては、班長にならなければ話

をしていなかった人達と知り合えた事が一番で、

これが自分の財産になるのではないでしょうか。

１区５班 長谷川忠実

入居・入会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします。

２区２班 橋本真介 東町4-34番地

１区６班 芳賀幸司 西町27番地

４区５班 福田美穂子 東町363番地

１区班長懇親会(意見交換で盛り上がる)

福祉部からのお知らせ
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３月４日(日)歓送迎会を行いました。最初は緊

張していた新１年生

も５年生のリードで

うちとけ、会も盛り

上がっていきました。

インタビューでは６

年生が「中学では部

活や勉強を頑張りたい」、新１年生は「勉強や友

達を作る事を頑張りたい」と発表してくれました。

６年生、新１年生の為に一生懸命準備と本番をこ

なした５年生。頼もしい最高学年になる事でしょ

う。地域の皆様、これからも温かい目で見守って

下さいます様お願い致します。

子ども育成会会長 岡野ますみ

子ども会歓送迎会

お知らせ

←見守り世話人懇話

会の開催(3/3)

今年１年を振り返り

ました。

リサイクル(3/11)→

冷たい雨の中リサイク

ルを行いました。

←青パト講習会(3/1)

今回の受講者６名、前回

２名の計８名が交代でパ

トロールを行っています。

ミステリーツアーで最初に行ったのは、オオクニ

ヌシの神話で有名な赤猪岩神社でした。思ったより

小さな神社で「こんなもんかー」とバチ当りなこと

を思いながらもしっかりお祈りをして来ました！次

に車で向かったのは米子駅でした。そこから「だん

だんバス」に乗って米子の街を一周しました。その

バスの中で、チョット顔の怖い大阪弁のおじさんと

みんなで仲良く(？)なりました。その後、ハーベス

トホテルでフランス料理のテーブルマナーを勉強し

ました。実際においしいフランス料理を食べながら

フォークの使い方など、た

めになる細かいマナーまで

しっかりと教えていただき

ました。ためになるミステ

リーツアーでした。

と～っても楽しかったです。

１区１班 大槻美冬

中学生お楽しみ会(ミステリーツアー)

テーブルマナー講習会

毎月第２日曜日の午前中に万寿会で東西町地区内の清掃を行っています。

新年度から名称を“東西町クリーンウォーク”と改め、「健康づくりのウォー

キングで楽しく町をきれいに」を目標とし活動を続けることと致しました。

平成９年５月より社会奉仕作業『小さな親切運動』として実施、その結果、

ゴミが非常に少なくなってきました。今後もこの活動を継続して『きれいな東

西町』にしていきたいと思います。３月11日(日)に今年度最後の奉仕作業を行いました。 万寿連合会

空き缶ごみ拾いの名称を「クリーンウォーク」と改めました

○魔法の調理グッズ、鍋帽子づくり(2/25)

ハンドメイドクラブのみなさんに、作り方指導

をお願いしました。

使い方は、一度沸騰させた鍋を火からおろして、

鍋帽子をかぶせて時間を

置くと、鍋帽子によって

魔法のように野菜等が柔

らかくなります。省

エネにもなり、煮込

みの手間も省けます。

○ペットボトルケースづくり(2/11)

あみもの同好会のみなさんの指導で可愛く持ち

易いペットボトルケースの

作り方講習会をおこないま

した。家に眠って

いた毛糸がよみが

えりました。

作り方を学びました

参加者13名で黙とうし震災での

犠牲者の冥福を祈りました
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を思いながらもしっかりお祈りをして来ました！次

に車で向かったのは米子駅でした。そこから「だん

だんバス」に乗って米子の街を一周しました。その

バスの中で、チョット顔の怖い大阪弁のおじさんと

みんなで仲良く(？)なりました。その後、ハーベス

トホテルでフランス料理のテーブルマナーを勉強し

ました。実際においしいフランス料理を食べながら

フォークの使い方など、た

めになる細かいマナーまで

しっかりと教えていただき

ました。ためになるミステ

リーツアーでした。

と～っても楽しかったです。

１区１班 大槻美冬

中学生お楽しみ会(ミステリーツアー)

テーブルマナー講習会

毎月第２日曜日の午前中に万寿会で東西町地区内の清掃を行っています。

新年度から名称を“東西町クリーンウォーク”と改め、「健康づくりのウォー

キングで楽しく町をきれいに」を目標とし活動を続けることと致しました。

平成９年５月より社会奉仕作業『小さな親切運動』として実施、その結果、

ゴミが非常に少なくなってきました。今後もこの活動を継続して『きれいな東

西町』にしていきたいと思います。３月11日(日)に今年度最後の奉仕作業を行いました。 万寿連合会

空き缶ごみ拾いの名称を「クリーンウォーク」と改めました

○魔法の調理グッズ、鍋帽子づくり(2/25)

ハンドメイドクラブのみなさんに、作り方指導

をお願いしました。

使い方は、一度沸騰させた鍋を火からおろして、

鍋帽子をかぶせて時間を

置くと、鍋帽子によって

魔法のように野菜等が柔

らかくなります。省

エネにもなり、煮込

みの手間も省けます。

○ペットボトルケースづくり(2/11)

あみもの同好会のみなさんの指導で可愛く持ち

易いペットボトルケースの

作り方講習会をおこないま

した。家に眠って

いた毛糸がよみが

えりました。

作り方を学びました

参加者13名で黙とうし震災での

犠牲者の冥福を祈りました
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会報まち４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@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

東西町地域振興協議会では、４月１日より放課後児童クラブを開級することになりました。

小学生の児童の保護者が仕事などで児童の帰宅時に不在の場合、授業の終了した放課後および春・夏・

冬休み、土曜日等の学校休業日に放課後児童クラブで、家庭に代わる生活の場を確保し、遊びや学習・

生活指導等を行います。東西町児童クラブは、保護者の方の仕事と子育ての両立を支援したいと考え、

在宅生活支援ハウス「つどい」、コミュニティセンター、集会所、天津運動公園、祥福園の体育館を利

用して運営していきます。

その効果として

〇現在のプラザ西伯より30分の迎え時間の余裕ができる。

〇高齢者や乳児(近くに子育て支援ハウス「のびのび」）との交

流ができる。

〇地区挙げての子育て支援意識の醸成が期待できる、等です。

中心スタッフとして、長年ひまわり学級（放課後児童クラブ）

で指導員をしてこられた３区３班 柴田由香さんと地元の２区

５班 池信恵さんにお願いします。

東西町放課後児童クラブを開級

東西町の新１年生です。～よろしくお願いしまぁす～
後藤恭輔

（3-1）

神田萌花

（3-1）
小野佑月

（2-5）

小森陵平

（2-2）

勝田敦也(2-4) 本間寛人(3-2) 中井彩瑳(4-2) 瀬戸研憂(4-3)

遠藤翔一郎

（2-3）

東西町放課後児童クラブの説明会(3/9)
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日 曜日 ４月の行事予定表
１ 日

２ 月

３ 火 狂犬病予防接種13：30～14：00/絵手紙教室/麻雀同好会

４ 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

５ 木 ミニテニス

６ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

７ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

８ 日 麻雀同好会/クリーンウォーク(空き缶ごみ拾い)/低山を登る会

９ 月

１０ 火 ☀４区花はなサロン/男の料理同好会

１１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１２ 木 あみもの同好会/☀３区サロン/☀２区サロン/ミニテニス

１３ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ/万寿会役員会

１４ 土 野菜市/ソフトバレー

１５ 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

１６ 月

１７ 火 カラオケ(かなりや会)

１８ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１９ 木 ミニテニス

２０ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室/万寿会役員会

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙・乾・蛍

２１ 土 わくわくショップ10:30～/囲碁同好会/銭太鼓同好会/バレー

２２ 日 ＜新理事・班長会＞ 万寿会総会

２３ 月 うたの会

２４ 火 ハンドメイドクラブ

２５ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２６ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２７ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２８ 土 野菜市/歩こう会/ソフトバレー/みつばちプロジェクト

２９ 日

広報部担当：吉村一郎

５月の行事予定
６日(日) たけのこ掘り体験【青少年育成会】

27日(日) さつき祭【人づくり部・実行委員会】

施設をご利用及び講座等に

ご参加の皆様へ

昨年度はたくさんの皆様のご協

力をいただき素晴らしい活動がで

きました。新年度も各部等によっ

て、支え合う町づくりを目指して

事業を行ってまいります。「新し

い公共」に向け、住民のみなさん

が主体的に互いに助け合い、協力

し合い、安心できる町づくりを目

指して行きましょう。

ヨーガ教室会員募集！

自然治癒力を高め健康維持をし
ましょう！
日時：月４回 金曜日の19：30～
場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ
参加料：月 2,000円
募集定員：２名程度

申し込み：野口昭男 66-3936
(申込み先着順とします。)

総会のお知らせ
新年度通常総会を開催しますの

で皆様のご出席をお願いします。

止む無く出席出来ない方は、必

ず委任状を各班長様まで提出いた

だきますようお願いします。

(先月号の予定表に日程の誤りがあり

ました。正しくは下記のとおりです。)

日時：４月15日(日)9：00～

場所：東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

みつばちプロジェクト
東西町でミニ養蜂にチャレンジ

みつばちの巣箱づくり講習会を行いま

す。興味のある方は申し込んでください。

日時：４月28日(土)13：00～16：00

場所：つどい

指導者：岩尾勝幸

費用：材料代は自己負担

申し込み締め切り：４月10日

材料はこちらで準備しますが、

かなづち、プラスドライバー、の

こぎり等は持参ください。

東西町健康農園からのお知らせ

場所：祥福園西側

面積：１区画(80㎡)

使用料(年間)：１㎡(40円)

条件：肥沃な良い土地です

問合せ、申込：北尾奣 66-3971

(申込み先着順とします。)


