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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@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

天気予報ではところにより雨。怪しげな雲行きを見上げながら、長谷川副会長により、「このふれあ

いを住み良いまちづくりにつなげよう」のテーマで第33回 東西町地区大運動会の開会宣言が行われま

した。昨年の覇者２区より中井さん姉弟と頼田さんら４名の小中学生による選手宣誓で競技開始。途中

幾度か雨のためテントに避難したり、中断しながら雨の合間をぬって午前中の９競技が終了。昼食間の

応援演技の頃に一層雨がひどくなり８競技を残したところで止む無く競技終了の決断をしました。

途中結果は１区20点、２区29点、３区25点、４区26点、久々の４区の頑張りもむなしくノーサイド。

慰労会会場のコミュニティセンターに全区が集合した中、応援賞の表彰が行われました。優勝は今年

も傘踊りで魅了した４区、準優勝は若さいっぱいの２区、３位は１区と３区がそれぞれ受賞しました。

コミュニティセンターでの慰労会は、テーマどおりの良い懇親の場になったのではないでしょうか。

最後になりましたが、選手選考や大会運営等でご尽力いただきました班長、区長、大会役員のみなさ

まにこの場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

第３３回 東 西 町 地 区 大 運 動 会

中井さん３姉弟と頼田さんら

小中学生４名による選手宣誓

今年の最高回数は

２区女性の計５４回でした

係の代表の方々が２日前の会議で最終確認をしました

リレー競技：足並みそろえて(手前は１区)

小中高生全員参加の
朝食はたべましょう

応援賞表彰式

優勝 ４区

みんなでジャンプ(３区女性)
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日 曜日 １１月の行事予定表
１ 木 ミニテニス

２ 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

３ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

４ 日 麻雀同好会

５ 月

６ 火 男のクッキング/ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

７ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/写真クラブ/絵手紙/ミニテニス

８ 木 あみもの同好会/ミニテニス

９ 金 料理の会/ヨーガ教室/笑いヨガ

１０ 土 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１１ 日 ＜防災ワークショップ＞ 低山を登る会/クリーンウオーク

１２ 月

１３ 火 ☀４区花はなサロン/万ＧＧ

１４ 水 健康フラダンス教室/☀(１区・２区)サロン/ミニテニス

１５ 木 ☀３区さんさんサロン/ミニテニス

１６ 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

１７ 土 わくわくショップ10：30～/子ども銭太鼓/ソフトバレー

１８ 日

１９ 月

２０ 火 万ＧＧ

２１ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２２ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２３ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室

２４ 土 ＜ミニコンサートと人権茶話会＞野菜市9：00～/歩こう会/バレー

２５ 日 ＜リサイクル＞

２６ 月 うたの会

２７ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２９ 木 ミニテニス

３０ 金 ＊不燃ごみ

防災ワークショップ

日時：11月11日(日)9：30～

場所：東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

先日の避難訓練で出た防災上の

課題について専門家にアドバイス

をいただきながら、より一層安心

な町づくりを進めたいと思います

ので、みなさんのご参加をお待ち

しています。

広報部担当：高柴武司

１２月の行事予定

２(日)しめ縄講習会・ツリー設置【青少年育成会】

９(日)コミュニティセンター大掃除と会議

23(日)歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

31(月)年越しそばづくり【そばの会：後援】

リサイクルのご案内

日時：11月25日(日)9：00～

回収物：新聞紙、雑誌、アルミ缶

ダンボールです

ご高齢等で持ち出しの出来ない

方は自宅前道路に置いてください。

他の方は、指定の集積場所又は

コミュニティセンターへお願いし

ます。積み込み等、みなさんのご

協力をお願いします。

(西伯小学校、東西町青少年育成会)

ミニコンサートと人権茶話会

日時：11月24日(土)19：30～

場所：東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ミニコンサートの後、人権茶話

会をおこないます。ご近所誘い合っ

てお気軽にご来場ください。

行事予定について

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。

ペットボトルキャップの回収は

１１月いっぱいで終了します

東西町わくわくショップで回収

していましたエコキャップは、11

月で終了させていただきます。南

部町内では、しあわせ・保育園・

小学校・中学校が回収しています。

作品展のお知らせ

下記の２会場に順次、高倉紀美

子さん(１区５班)の裂き織りが出

展されます。

天津地域振興協議会文化祭

日時：11月11日(日)

場所：ふるさと交流センター

富有の里まつり生涯学習作品展

日時：11月16日(金)～18日(日)

場所：農業者トレーニングセンター
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この度、提出

いただきました

平成25年度の行

政要望を、運営

委員会で検討・

整理し10月末に

町へ提出しました。

刈り払い機(草刈り機)を専門の業者に整備して

いただきました。

貸し出しについて：春と秋の清掃当日の貸し出

しはできませんので、出来るだけ事前に作業して

いただきますようお願いします。また、機具庫内

に点検項目を表示していますので、使用する前に

は必ず点検をお願いします。 (町づくり部)

９月29日に健康増進を目的として参加者22名で

大山鏡ヶ成に出掛けました。鏡ヶ成湿原の木道か

ら森林歩道コースへ進み、

おいしい空気を胸一杯に

吸い込んで、時折小鳥の

さえずりを聞きながら、

１時間半のウォーキング

で約9,000歩でした。

その後、再度バスで蒜山

高原から倉吉を経由して、琴浦町 道の駅周辺で

海鮮料理に舌つづみ。買い物が終わると少し移動

して、パワースポットの鳴り石の浜に立ち寄りま

した。波が打ち寄せ返す度に、石がゴロゴロと音

を立て腹に心地よく響きました。その海岸沿いに

花見潟墓地というところがあり、海辺に幅80ｍ、

長さ400ｍ程の範囲にわたり、約２万基とも言わ

れる墓石が隙間なくぎっしりと建ち並んだ景色を

高台から見ると壮大で驚きました。五感をフルに

活用した心地良い疲労感の楽しい一日でした。

福祉部(健康増進委員) 田浪照雄

健康ウォーキング

行政要望についてまとめました

刈り払い機を整備しました

退会のお知らせ （敬称略）

＜退去・退会＞お世話になりました

２区３班 森長正美 東町165番地

湿原の中をウォーキング

参加のみなさん

10月16日に開催された運営

委員会で検討しました

10月21日(日)東西町秋の一斉清掃を行いました。

道路脇や空き地の草、宅地からはみ出した樹木

の剪定、溝の清掃

等を行っていただ

きました。ラジオ

体操参加者 282名

でした。どこもき

れいにされ、気持

ちの良い町になり

ました。ありがと

うございました。

(町づくり部)

秋の一斉清掃

昨年11月東西町内で侵入盗事件が

発生しています

同じ時期に同じような場所が狙われるようです。

昨年の手口としては、深夜の就寝後に鍵のかかっ

ていない場所から屋内に侵入し、現金を取られて

いました。

☆就寝前には施錠の確認をお願いします。

☆僅かな時間の外出(散歩等)でも施錠をして下さ

い。

対策としては、

「とにかく施錠する事を徹底してください」

その他の対策として

①不審な車を見かけたらナンバーのメモをとる

②出会った人にはあいさつなどの声かけをする

③センサーライトを取り付ける

(深夜の侵入については有効)

④歩くと音の出る防犯用の敷石を使う

⑤カメラ付きチャイムの設置

⑥垣根を低くし見通しを良くする

防災掲示板

全員で行った一斉清掃(2区4班)
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今月は佐藤重明さん(４区２班)です

入居のきっかけと当時の思い出は？

勤務先の安来への通勤が比較的便

利であったことも一因で、昭和55年

5月に入居しました。当時、ニュータウン

バレー部に所属し、夜間リーグや読売杯等でも優

勝していました。又、子ども育成会でのキャンプ

や遠足など楽しい思い出は枚挙に暇がない程です。

東西町の魅力は？

仕事の都合で昨年15年振りに戻ってきて最初に

感じたことは、地域のみなさんが、広い分野で積

極的にコミュニティー活動に参加し、生き生きと

され、当時とは様変わりしていて、ある種の感動

を覚えました。

地域での活動は？

子ども達を育てて下さった地域へ少しでも恩返

しをしたいという気持ちを持ち続けていました。

現在、福祉部長として協議会活動に参加してい

ます。又、男のクッキング、喜楽会、ミニテニス、

低山を登る会、そばの会、麻雀同好会等にも参加

して、人との出会いを楽しんでいます。

今、夢中になっていることは？

ヘタの横好きですがゴルフです。

今後の東西町に対しての思いは？

高齢化が進んでいく東西町でも、この社会環境

の変化に柔軟に対応できる仕組みづくりが重要だ

とおもいます。ご高齢の方が、住みなれた地域で

安心して住み続けられるためのコミュニティーホー

ムもその一つで、近い将来是非、実現させてほし

いと思っています。

熱い思いを語られた佐藤さんでした。

東西町のなかまたち №6

10月11日の老人クラブ連合会西伯地区運動会に

おいて、我が東西町万寿連合会は総合で準優勝を

致しました。入賞は長年の夢であり、今回は参加

者全員の作戦と頑張りによって、準優勝を成し遂

げる事が出来ました。トロフィーを３個もいただ

き反省会が祝勝会に変わり、その日は久々に盛り

上がりました。

この写真は

反省会に参加

の方のみで、

他にもご活躍

をいただいた

方々がおられ

ますことを申

し添えます。

東西町万寿会が初の準優勝に輝く！

肥沃な２区画です。問い合わせは協議会までお

願いします。

東西町健康農園のなかまを募集します！

反省会参加のみなさん

東西町のすばらしい活動の一つとして、恒例に

なった天津運動公園整備があげられるとおもいま

す。悪天候のため運動会前日の土曜日に延期した

にも関わらず、早朝からたくさんの地域のみなさ

ん方が、手にはそれぞれ草刈り用具を持参してく

ださり整備を行っていただきました。ありがとう

ございました。

この天津運動公園も今年で最後の予定です。来

年の運動会は新運

動公園で開催出来

るようです。

数々の思い出を

つくってくれたこ

とに感謝したいと

おもいます。

天津運動公園整備

ツバメの旅立ち (10/2)

毎年時期になると見かけら

れる電線に止まったツバメの

群れ。猛暑の今年は遅い旅

立ちだったのでしょうか。

10月12日に湯梨浜町で開催された、鳥取県地域

安全フォーラムで、東西町の取組みを原会長と渡

辺防災コーディネーターが、400人の聴講者を前に

発表しました。東西町からも青パト防犯ボランティ

アの長谷川忠実さん、

平新治行さん、佐伯一

二美さん、小杉達男さ

んが参加されました。

発表の様子

地域のみなさんの協力で整備しました

鳥取県地域安全フォーラム2012で発表
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今後の東西町に対しての思いは？

高齢化が進んでいく東西町でも、この社会環境

の変化に柔軟に対応できる仕組みづくりが重要だ

とおもいます。ご高齢の方が、住みなれた地域で

安心して住み続けられるためのコミュニティーホー

ムもその一つで、近い将来是非、実現させてほし

いと思っています。

熱い思いを語られた佐藤さんでした。

東西町のなかまたち №6

10月11日の老人クラブ連合会西伯地区運動会に

おいて、我が東西町万寿連合会は総合で準優勝を

致しました。入賞は長年の夢であり、今回は参加

者全員の作戦と頑張りによって、準優勝を成し遂

げる事が出来ました。トロフィーを３個もいただ

き反省会が祝勝会に変わり、その日は久々に盛り

上がりました。

この写真は

反省会に参加

の方のみで、

他にもご活躍

をいただいた

方々がおられ

ますことを申

し添えます。

東西町万寿会が初の準優勝に輝く！

肥沃な２区画です。問い合わせは協議会までお

願いします。

東西町健康農園のなかまを募集します！

反省会参加のみなさん

東西町のすばらしい活動の一つとして、恒例に

なった天津運動公園整備があげられるとおもいま

す。悪天候のため運動会前日の土曜日に延期した

にも関わらず、早朝からたくさんの地域のみなさ

ん方が、手にはそれぞれ草刈り用具を持参してく

ださり整備を行っていただきました。ありがとう

ございました。

この天津運動公園も今年で最後の予定です。来

年の運動会は新運

動公園で開催出来

るようです。

数々の思い出を

つくってくれたこ

とに感謝したいと

おもいます。

天津運動公園整備

ツバメの旅立ち (10/2)

毎年時期になると見かけら

れる電線に止まったツバメの

群れ。猛暑の今年は遅い旅

立ちだったのでしょうか。

10月12日に湯梨浜町で開催された、鳥取県地域

安全フォーラムで、東西町の取組みを原会長と渡

辺防災コーディネーターが、400人の聴講者を前に

発表しました。東西町からも青パト防犯ボランティ

アの長谷川忠実さん、

平新治行さん、佐伯一

二美さん、小杉達男さ

んが参加されました。

発表の様子

地域のみなさんの協力で整備しました

鳥取県地域安全フォーラム2012で発表
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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@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

天気予報ではところにより雨。怪しげな雲行きを見上げながら、長谷川副会長により、「このふれあ

いを住み良いまちづくりにつなげよう」のテーマで第33回 東西町地区大運動会の開会宣言が行われま

した。昨年の覇者２区より中井さん姉弟と頼田さんら４名の小中学生による選手宣誓で競技開始。途中

幾度か雨のためテントに避難したり、中断しながら雨の合間をぬって午前中の９競技が終了。昼食間の

応援演技の頃に一層雨がひどくなり８競技を残したところで止む無く競技終了の決断をしました。

途中結果は１区20点、２区29点、３区25点、４区26点、久々の４区の頑張りもむなしくノーサイド。

慰労会会場のコミュニティセンターに全区が集合した中、応援賞の表彰が行われました。優勝は今年

も傘踊りで魅了した４区、準優勝は若さいっぱいの２区、３位は１区と３区がそれぞれ受賞しました。

コミュニティセンターでの慰労会は、テーマどおりの良い懇親の場になったのではないでしょうか。

最後になりましたが、選手選考や大会運営等でご尽力いただきました班長、区長、大会役員のみなさ

まにこの場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

第３３回 東 西 町 地 区 大 運 動 会

中井さん３姉弟と頼田さんら

小中学生４名による選手宣誓

今年の最高回数は

２区女性の計５４回でした

係の代表の方々が２日前の会議で最終確認をしました

リレー競技：足並みそろえて(手前は１区)

小中高生全員参加の
朝食はたべましょう

応援賞表彰式

優勝 ４区

みんなでジャンプ(３区女性)
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日 曜日 １１月の行事予定表
１ 木 ミニテニス

２ 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

３ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

４ 日 麻雀同好会

５ 月

６ 火 男のクッキング/ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

７ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/写真クラブ/絵手紙/ミニテニス

８ 木 あみもの同好会/ミニテニス

９ 金 料理の会/ヨーガ教室/笑いヨガ

１０ 土 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１１ 日 ＜防災ワークショップ＞ 低山を登る会/クリーンウオーク

１２ 月

１３ 火 ☀４区花はなサロン/万ＧＧ

１４ 水 健康フラダンス教室/☀(１区・２区)サロン/ミニテニス

１５ 木 ☀３区さんさんサロン/ミニテニス

１６ 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

１７ 土 わくわくショップ10：30～/子ども銭太鼓/ソフトバレー

１８ 日

１９ 月

２０ 火 万ＧＧ

２１ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２２ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２３ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室

２４ 土 ＜ミニコンサートと人権茶話会＞野菜市9：00～/歩こう会/バレー

２５ 日 ＜リサイクル＞

２６ 月 うたの会

２７ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２９ 木 ミニテニス

３０ 金 ＊不燃ごみ

防災ワークショップ

日時：11月11日(日)9：30～

場所：東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

先日の避難訓練で出た防災上の

課題について専門家にアドバイス

をいただきながら、より一層安心

な町づくりを進めたいと思います

ので、みなさんのご参加をお待ち

しています。

広報部担当：高柴武司

１２月の行事予定

２(日)しめ縄講習会・ツリー設置【青少年育成会】

９(日)コミュニティセンター大掃除と会議

23(日)歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

31(月)年越しそばづくり【そばの会：後援】

リサイクルのご案内

日時：11月25日(日)9：00～

回収物：新聞紙、雑誌、アルミ缶

ダンボールです

ご高齢等で持ち出しの出来ない

方は自宅前道路に置いてください。

他の方は、指定の集積場所又は

コミュニティセンターへお願いし

ます。積み込み等、みなさんのご

協力をお願いします。

(西伯小学校、東西町青少年育成会)

ミニコンサートと人権茶話会

日時：11月24日(土)19：30～

場所：東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ミニコンサートの後、人権茶話

会をおこないます。ご近所誘い合っ

てお気軽にご来場ください。

行事予定について

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。

ペットボトルキャップの回収は

１１月いっぱいで終了します

東西町わくわくショップで回収

していましたエコキャップは、11

月で終了させていただきます。南

部町内では、しあわせ・保育園・

小学校・中学校が回収しています。

作品展のお知らせ

下記の２会場に順次、高倉紀美

子さん(１区５班)の裂き織りが出

展されます。

天津地域振興協議会文化祭

日時：11月11日(日)

場所：ふるさと交流センター

富有の里まつり生涯学習作品展

日時：11月16日(金)～18日(日)

場所：農業者トレーニングセンター


