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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１日の防災の日に合わせ、今年も土砂災害想定避難訓練を実施しました。「土砂災害避難勧告発

令後の初動対応表」をもとに、今年度再見直しをした「災害時要安否確認者リスト」で安否確認協力委

員の方が安否確認と避難補助などにあたっていただきました。

避難所のコミュニティセンターには総計130人程が避難して来られました。安否確認協力委員を中心に

意見交換会を開き、その際に出た課題を、９月30日に開かれる「防災ワークショップ」で有識者の方に

アドバイスをいただくことにしました。

また、この避難訓練の様

子を、隠岐の島町中町自治

会から視察に見え、「大変

勉強になりました。参考に

して自分たちも組織づくり

や訓練を実施したい」と話

しておられました。
コミュニティーセンターに避難訓練する皆さん

土砂災害想定避難訓練を行いました ～隠岐の島町からも視察に～

平成24年度東西町地区敬老会が９月23日(日)に行われ、70名の

ご出席がありました。

前日からの準備や当日の最終打ち合わせを行い、心のこもったお

もてなしをしようと準備万端。

いよいよ原会長の挨拶で始まり、来賓代表として坂本町長よりご祝

辞をいただきました。今年の記念写真は皆さんの顔がよく見えるようにと、

区毎に撮影しました。

アトラクションは、宗家藤間流・藤間美香さんの縁起のよい七福神の舞に魅せられた後、うたの会の皆

さんと一緒に歌い、大黒様とうさぎさんも現れて盛り上がりました。最後はきみまろライブで大笑いしま

した。

祝宴が始まると、久しぶりに出会われた方もいらっしゃるのでしょう、談笑されている方もたくさん見

受けられ、話は尽きないようでした。

また、記念品と一緒に入っていた根付け

は、対象の方へ差し上げてほしいと、和田

(3-4)さんよりいただいたものです。

帰られる頃には、心配していた雨も上が

りホッとしました。

来年も大勢の方が元気な顔を見せていた

だきますようにと、実行委員会役員一同願っ

ております。

土江佳子(3-3)

東 西 町 敬 老 会

声かけする方々の確認をする安否
確認協力委員の皆さん

会場内の様子

藤間美香さんによる七福神の舞
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日 曜日 10月の行事予定表
１ 月

２ 火

男

男のクッキング/万ＧＧ

３ 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

４ 木 ☀２区サロン/ミニテニス/あみもの同好会

５ 金
運動会代表者会議19：30～/万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

６ 土 ソフトバレー

７ 日 ＜東西町地区運動会＞

８ 月

９ 火 ☀４区花はなサロン/万ＧＧ

１０ 水 健康フラダンス教室/麻雀同好会/絵手紙教室/ミニテニス

１１ 木 ミニテニス

１２ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

１３ 土 選挙準備のため終日施設への立ち入り禁止

１４ 日 町長、町議会議員選挙投票日/麻雀同好会

１５ 月

１６ 火 運営委員会/万ＧＧ

１７ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１８ 木 ☀３区さんさんサロン/ミニテニス

１９ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙・乾・蛍

２０ 土 わくわくショップ10：30～/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

２１ 日 ＜一斉清掃＞

２２ 月 うたの会

２３ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２４ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２５ 木 新運動公園説明会/あみもの同好会/ミニテニス

２６ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２７ 土 ＜グラウンドゴルフ大会＞ 野菜市9：00～/歩こう会/バレー

２８ 日 ＜ボランティアフェスディバル＞

２９ 月

３０ 火 万ＧＧ

３１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

広報部担当：谷口秀人

１１月の行事予定
18日(日)東西町ソフトバレー大会【人づくり部】

25日(日)リサイクル【青少年育成会】

～第33回東西町大運動会～
【人づくり部・実行委員会】

「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７日(日)

場所：天津運動公園

東西町全体の親睦の運動会です。

・全員参加の東西町クイズもあり

ますので、どうぞみなさんご来

場ください。

・駐車場許可証を発行します。

10月５日までに協議会事務所に

お越しください。

野菜市

10月の野菜市は27日(土)の１回

です。ご利用ください。

グラウンドゴルフ大会

【人づくり部】

日時：10月27日(土)10：00～

場所：天津運動公園

参加対象：小学生以上

競技：個人競技

申し込み：10月22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

単に出来ますのでみなさんご参加

ください。

東西町秋の一斉清掃
【町づくり部】

日時：10月21日(日)

○ラジオ体操 7：50～

○一斉清掃 8：00～

①はみだし樹木の剪定

枯葉等が側溝に落ちて詰まる場

合や、隣の人には言いにくいこ

とですので気をつけて剪定をし

ましょう。

②道路脇の雑草

③空き地の草

④溝の清掃及び溝蓋の点検等々・・

終了後、班会議を行っていただ

き、住み良い町づくりに向けての

話し合いもお願いします。

新運動公園説明会

日時：10月25日(木)19：30～

場所：コミュニティセンター

行事予定表について
団体等の予定につきまし

ては日程が変更になる場
合もあります。
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９月７日、米子コンベンションセンターで鳥取

県総合福祉大会が開催され、原会長が「支え愛の

心をつなぎ 安心・

安全な町づくり」

として東西町の福

祉の取組みを発表

しました。

今年度から、東西町では「東西町ぴかぴか運動

～空きかん ごみひろいで心もクリーンに～」

を展開しています。地区内の８か所にストッカー

(物置)を置き、その中に、火ばさみ、衛生手袋、

透明袋(小さいごみ袋)、回収箱が入っています。

空きかんやごみを見つけた方は、ストッカーか

ら透明袋などを取り出し、回収したものをストッ

カー内の回収箱に入れてください。この運動は、

東西町からポイ捨てご

みを一掃するとともに、

将来を担う子どもたち

におせ(大人)がお手本

を示すことを目指して

います。おせの背中を

魅せましょう！

おせの背中を魅せていますか！

ごみストッカーをご存じですか？

８月18日社会福祉法人 鳥取県栄養士会主催で、

子どものための食育教室～おやつにも野菜を！～

が東西町コミュニティセンターで行われました。

メニューは米粉の野菜クレープと菜飯おにぎり

でした。

「やさいクレープにきらいなニンジンが入って

いたけどぜんぶたべれました。妹のゆうなもやさ

いがきらいなのにたくさんたべていました。すっ

ごくおいしかったです。おうちでまた作ってみた

いです。」

福田夏花

(2-5）

レシピは協議

会事務所にあ

りますのでご

希望の方はお

越しください。

子どものための食育教室

町内８か所にあるストッカー

野菜がおやつに変身！

東西町の取組を発表しました

さわやか皆勤賞(20日間参加)35名と、にこにこ努

力賞(19日参加)16名の表彰式を行いました。

今回は表彰と併せて「おせの背中を魅せよう」と、

賞状の受取り方を、おせの難波章子さんにお手本を

魅せていただきました。

少し緊張気味の子どもたちは、ていねいなお辞儀

をして 、

両手で 賞

状を受 け

取るこ と

ができ ま

した。

夏休み みんなでラジオ体操表彰式

ていねいなお辞儀で受取る加納ファミリー

９月17日(祝日)小学校低学

年の子どもたちを中心に、多

くの参加者によって盛大にお

こなわれました。東西町には

神社はありませんが、子ども

たちの思い出づくりのために、

長い間実行委員会として行っ

ています。ご寄付をありがと

うございました。

東西町子どもみこし

がんばる男みこし
子どもみこし実行委員会
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先日の停電では対応ができましたか？

９月４日午後４時過ぎに南部町の広範囲で停電が

発生しました。他地区では翌朝まで復旧しなかった

ところもあったようですが、東西町では長いところ

で２時間程で復旧しました。事務局でも対応を検討

していましたが、比較的短時間だったので生活への

支障もなかったようでした。

このような停電時の対応も考えていただきたいと

思います。

①懐中電灯の点灯試験、ロウソクの場所の確認

②防災無線放送設備の電池の確認

停電になると防災無線の電源は自動的に電池に切

り替わりますので、定期的な電池の確認や交換等

をお願いします。

確認の方法：定時放送に合わせて電源を抜いて

電池での作動を確認してください。

～電動水洗トイレは停電時でも使用できますよ～

停電時には手動で洗浄できるレバーが便器周辺に

あります。機種によって場所が異なりますので確

認をしておいてください。

防災掲示板

今月は岡野信夫さん(２区１班)です。

Ｑ入居当時はどうでしたか？

昭和46年にスーパーマーケット

岡野商店を開店しました。米子

縫製に勤める女性従業員の方等に

も利用していただいていました。

Ｑ自慢は？

岡野家は女系家族だということです。(笑)

Ｑ今、夢中になっていることは？

カラオケです。かっては芝居とカラオケをミッ

クスした芝オケの台本を作り上演もしましたが、

今は老人会のカラオケなどで司会をしています。

Ｑ東西町の魅力と希望することは？

若い頃から行事にはできるだけ参加するように

しています。文化祭、夏祭り、運動会、子どもみ

こしなどが長年にわたり盛り上がっているのは、

一人の力ではなく、東西町みんなのパワーのお蔭、

これからも皆さんと一緒になって、楽しみながら

住み良い東西町をつくっていきたいものです。

東西町だけでなく、老人クラブ連合会、天津ク

ラブ、以前には消防団など町の地域活動にも活躍

されている岡野さん。「長く活動をしているお蔭

でしょうか、ありがたいことに、知らない人から

声をかけられることがたびたびあります」と語っ

ておられました。どんなことにも意欲的な岡野さ

んに元気をもらいました。

東西町のなかまたち NO5

退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞お世話になりました。

３区４班 本川徹也 東町249番地

９月に入ると直ぐに２回にわたる企画会議を行

い、15日の全体会議で企画案に対して承認を受け、

早速、各区に分かれて選手選考についての打ち合

わせが行われました。各班の選手選考委員さんが

参加の取りまとめをされます。東西町全体の親睦

の運動会への参加協

力をお願いします。

運動会(10月７日)開催に向け準備中

第２回企画会議

全体会議後、区毎での選手選考打ち

合わせの様子

東西町集会所の外壁補修や塗装、流しとトイレ

の改修(水洗)の工事が完了しました。児童クラブ

の子どもたちも、水洗トイレとなり安心して使用

できるようになりました。児童クラブは子ども用

のテーブルや椅子も整い

い、１年生もすっかり慣

れたようで、時にはわが

ままが出たり、また、周

りの人を気遣ったりなど

日々成長しています。

集会所の改修工事が完了

すっきりと改修された集会所

町づくり部の事業の一環と

して老朽化したホース格納箱

を７か所交換しました。

ホース格納箱の交換作業を行ないました

（町づくり部 平新副部長）
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しています。文化祭、夏祭り、運動会、子どもみ

こしなどが長年にわたり盛り上がっているのは、

一人の力ではなく、東西町みんなのパワーのお蔭、

これからも皆さんと一緒になって、楽しみながら

住み良い東西町をつくっていきたいものです。

東西町だけでなく、老人クラブ連合会、天津ク

ラブ、以前には消防団など町の地域活動にも活躍

されている岡野さん。「長く活動をしているお蔭

でしょうか、ありがたいことに、知らない人から

声をかけられることがたびたびあります」と語っ

ておられました。どんなことにも意欲的な岡野さ

んに元気をもらいました。

東西町のなかまたち NO5

退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞お世話になりました。

３区４班 本川徹也 東町249番地

９月に入ると直ぐに２回にわたる企画会議を行

い、15日の全体会議で企画案に対して承認を受け、

早速、各区に分かれて選手選考についての打ち合

わせが行われました。各班の選手選考委員さんが

参加の取りまとめをされます。東西町全体の親睦

の運動会への参加協

力をお願いします。

運動会(10月７日)開催に向け準備中

第２回企画会議

全体会議後、区毎での選手選考打ち

合わせの様子

東西町集会所の外壁補修や塗装、流しとトイレ

の改修(水洗)の工事が完了しました。児童クラブ

の子どもたちも、水洗トイレとなり安心して使用

できるようになりました。児童クラブは子ども用

のテーブルや椅子も整い

い、１年生もすっかり慣

れたようで、時にはわが

ままが出たり、また、周

りの人を気遣ったりなど

日々成長しています。

集会所の改修工事が完了

すっきりと改修された集会所

町づくり部の事業の一環と

して老朽化したホース格納箱

を７か所交換しました。

ホース格納箱の交換作業を行ないました

（町づくり部 平新副部長）
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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１日の防災の日に合わせ、今年も土砂災害想定避難訓練を実施しました。「土砂災害避難勧告発

令後の初動対応表」をもとに、今年度再見直しをした「災害時要安否確認者リスト」で安否確認協力委

員の方が安否確認と避難補助などにあたっていただきました。

避難所のコミュニティセンターには総計130人程が避難して来られました。安否確認協力委員を中心に

意見交換会を開き、その際に出た課題を、９月30日に開かれる「防災ワークショップ」で有識者の方に

アドバイスをいただくことにしました。

また、この避難訓練の様

子を、隠岐の島町中町自治

会から視察に見え、「大変

勉強になりました。参考に

して自分たちも組織づくり

や訓練を実施したい」と話

しておられました。
コミュニティーセンターに避難訓練する皆さん

土砂災害想定避難訓練を行いました ～隠岐の島町からも視察に～

平成24年度東西町地区敬老会が９月23日(日)に行われ、70名の

ご出席がありました。

前日からの準備や当日の最終打ち合わせを行い、心のこもったお

もてなしをしようと準備万端。

いよいよ原会長の挨拶で始まり、来賓代表として坂本町長よりご祝

辞をいただきました。今年の記念写真は皆さんの顔がよく見えるようにと、

区毎に撮影しました。

アトラクションは、宗家藤間流・藤間美香さんの縁起のよい七福神の舞に魅せられた後、うたの会の皆

さんと一緒に歌い、大黒様とうさぎさんも現れて盛り上がりました。最後はきみまろライブで大笑いしま

した。

祝宴が始まると、久しぶりに出会われた方もいらっしゃるのでしょう、談笑されている方もたくさん見

受けられ、話は尽きないようでした。

また、記念品と一緒に入っていた根付け

は、対象の方へ差し上げてほしいと、和田

(3-4)さんよりいただいたものです。

帰られる頃には、心配していた雨も上が

りホッとしました。

来年も大勢の方が元気な顔を見せていた

だきますようにと、実行委員会役員一同願っ

ております。

土江佳子(3-3)

東 西 町 敬 老 会

声かけする方々の確認をする安否
確認協力委員の皆さん

会場内の様子

藤間美香さんによる七福神の舞
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日 曜日 10月の行事予定表
１ 月

２ 火

男

男のクッキング/万ＧＧ

３ 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

４ 木 ☀２区サロン/ミニテニス/あみもの同好会

５ 金
運動会代表者会議19：30～/万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

６ 土 ソフトバレー

７ 日 ＜東西町地区運動会＞

８ 月

９ 火 ☀４区花はなサロン/万ＧＧ

１０ 水 健康フラダンス教室/麻雀同好会/絵手紙教室/ミニテニス

１１ 木 ミニテニス

１２ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

１３ 土 選挙準備のため終日施設への立ち入り禁止

１４ 日 町長、町議会議員選挙投票日/麻雀同好会

１５ 月

１６ 火 運営委員会/万ＧＧ

１７ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１８ 木 ☀３区さんさんサロン/ミニテニス

１９ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙・乾・蛍

２０ 土 わくわくショップ10：30～/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

２１ 日 ＜一斉清掃＞

２２ 月 うたの会

２３ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２４ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２５ 木 新運動公園説明会/あみもの同好会/ミニテニス

２６ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２７ 土 ＜グラウンドゴルフ大会＞ 野菜市9：00～/歩こう会/バレー

２８ 日 ＜ボランティアフェスディバル＞

２９ 月

３０ 火 万ＧＧ

３１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

広報部担当：谷口秀人

１１月の行事予定
18日(日)東西町ソフトバレー大会【人づくり部】

25日(日)リサイクル【青少年育成会】

～第33回東西町大運動会～
【人づくり部・実行委員会】

「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７日(日)

場所：天津運動公園

東西町全体の親睦の運動会です。

・全員参加の東西町クイズもあり

ますので、どうぞみなさんご来

場ください。

・駐車場許可証を発行します。

10月５日までに協議会事務所に

お越しください。

野菜市

10月の野菜市は27日(土)の１回

です。ご利用ください。

グラウンドゴルフ大会

【人づくり部】

日時：10月27日(土)10：00～

場所：天津運動公園

参加対象：小学生以上

競技：個人競技

申し込み：10月22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

単に出来ますのでみなさんご参加

ください。

東西町秋の一斉清掃
【町づくり部】

日時：10月21日(日)

○ラジオ体操 7：50～

○一斉清掃 8：00～

①はみだし樹木の剪定

枯葉等が側溝に落ちて詰まる場

合や、隣の人には言いにくいこ

とですので気をつけて剪定をし

ましょう。

②道路脇の雑草

③空き地の草

④溝の清掃及び溝蓋の点検等々・・

終了後、班会議を行っていただ

き、住み良い町づくりに向けての

話し合いもお願いします。

新運動公園説明会

日時：10月25日(木)19：30～

場所：コミュニティセンター

行事予定表について
団体等の予定につきまし

ては日程が変更になる場
合もあります。


