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会報まち12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

10月25日に南部町建設課により、新運動公園の説明会が開催されました。

遺跡発掘に伴う文化財調査で当初計画された山の掘削土砂の搬出先の確保が出来ず、新運動公園の計

画図の作成が遅れていましたが、この度、当初の計画どおりの面積の提示がありました。

場所は既に工事が行なわれているｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ北側の山一帯、広さ：現天津運動公園の1.55倍(駐車場

含む）、高さ：集会所前では２メートル高い位置になります。全面芝生で200メートルトラックを有す

る運動場の一角にはバスケットゴールが設置されます。また、アスファルト舗装の駐車場を利用した壁

打ち場を設け、壁を使ってサッカーやテニス、キャッチボール等を、１人でも楽しむことができます。

その他の設備としては、東屋やトイレ、倉庫などが設置されます。

大山を望みながらの散歩コースや芝生で裸足になったり寝転がったり、いろいろな人がいろいろな楽

しみ方のできる公園になるのではないかと思います。

完成は平成27年10月の予定で、その年の運動会には使用出来る様です。

完成までに開催される夏祭りはｺﾐｭﾆﾃｨ

ｾﾝﾀｰ、運動会はふるさと交流センター、

とんどさんについては従来どおり現天津

運動公園で行う予定にしています。

説明会には26名の参加があり、上記の

内容にて了解を得ました。

～DIG(災害図上訓練)で地区の災害・防災特性の把握と理解～

台風のため延期になっていました防災ワークショップが、11月11

日(日)に開催されました。これは南部町では初めての開催となるも

ので、鳥取県危機管理局が主体となり、東西町が抱える防災上の課

題を専門家の指導によるDIGで一緒に考えながら、さらに安心・安

全な町づくりを進めるために開かれたものです。安否確認協力委員

を中心に34名の参加がありました。DIGでは区ごとに分かれ、東西町の拡大地図に消火栓の場所、避難

路や危険箇所等に色つけをしました。次に災害への強さや弱さを話し合いながら、ポストイットに全て

書き出し、表に貼り付けていくと、区の課題等を紙面上ではっきりと認識することができました。

出ました地区課題への回答や対処については、皆さんに順次広報すると共に、今後の防災活動に生か

していきたいと思います。

新運動公園の計画が固まりました

運動場

駐車場

ｺﾐｭﾆﾃｨｾ
ﾝﾀｰ

防災ワークショップを開催

説明会の様子

図上訓練３区の様子
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日 曜日 １２月の行事予定表
１ 土 運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

２ 日 ＜しめ縄づくり講習会＞＜ふれあい花壇にツリー設置＞

３ 月

４ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

５ 水 もちづくり実行委員会/謡曲/フラダンス/ミニテニス

６ 木 男のクッキング/ミニテニス/あみもの同好会

７ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

８ 土 野菜市9：00～/ソフトバレー

９ 日
＜ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除と会議＞＜干支づくり＞

低山を登る会/クリーンウオーク

１０ 月

１１ 火 ＜福祉部クリスマス会＞ 絵手紙教室/万ＧＧ

１２ 水 健康フラダンス教室/麻雀同好会/ミニテニス

１３ 木 ＜コミュニティーホーム講演会＞ ミニテニス

１４ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

１５ 土 わくわくショップ10：30～【刃物研ぎをします 受付：8：00～】

１６ 日 麻雀同好会/衆議院議員選挙投票日

１７ 月 うたの会

１８ 火 万ＧＧ

１９ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２０ 木 ミニテニス/あみもの同好会

２１ 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

２２ 土 ソフトバレー

２３ 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞

２４ 月 うたの会(17日に変更)

２５ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２６ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２７ 木 ミニテニス

２８ 金 野菜市9：00～/料理の会/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２９ 土

３０ 日

３１ 月 ＜年越しそばづくり＞

しめ縄づくり講習会と
ふれあい花壇にツリー設置

[青少年育成会]

日時：12月２日(日)

○しめ縄づくり：10：00～11：30

場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

小学生は大人と一緒に来てね！

詳細は回覧をご覧ください。

○ツリー設置：13：30～

場所：東西町ふれあい花壇

１月の行事予定

６日(日)とんどさん・新年会【町づくり部】

12日(土)初釜【人づくり部】

20日(日)東西町ソフトソフトバレー大会【人づくり部】

27日(日)救命処置手順講習会【町づくり部】

年越しそばづくり[そばの会]

自分で打ったそばを食べで年越しをしましょう。

日時：12月31日(月)13：00～15：00
場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
参加料：200円(4～5人前)
定員：先着20組
申し込み：不要ですが、お早めに

お出かけください。

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾑ講演会の開催

[福祉部]

日時：12月13日(木)19：30～

場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

講師：鳥取県福祉保健部課長 日野 力

演題：支え愛のすすめ

詳細は回覧をご覧ください。

東西町可燃ごみ収集について

12月31日(月)が今年最後の収集日で

す。新年は１月7日(月)からです。

東西町地域振興協議会の年末年始について

仕事納め：12月28日(金）12：00時まで業務

休み：12月29日(土)～1月６日(日)

仕事始め：１月７日(月) 緊急の場合は事務所入口に

事務局連絡先を掲示していますのでご利用ください。

干支づくり[人づくり部]

押し絵で干支の巳をつくります。

日時：12月９日(日)14：00～17：00

場所：つどい

講師：阿部栄子(１-１)

参加料：300円程度

準備品：紙ばさみ、布ばさみ、

厚紙(菓子箱１個)、ｽﾃｲｯｸのり

申し込み：12月６日まで

町・新春リレー書道参加者募集！

当日発表されるお題(文字)を１
人１画づつ書きリレーします。
日時：25年１月６日(日)10：00～

場所：西伯小学校体育館
東西町から１チーム(10名程度)
申し込み締め切り：12月27日
詳細や申込みは事務所まで

15～16日のｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー

は選挙関係で両日とも

終日立ち入り禁止です。

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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住宅火災予防について

☛３つの習慣

❶寝たばこは、絶対しない。

❷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

使用する。

❸ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火

を消す。

☛４つの対策

❶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報装置を

設置する。

❷寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する。

❸火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器

を設置する。

❹お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣

近所の協力体制をつくる。

消防法により全ての住宅に住宅用火災警報器の

設置が義務付けられています。自分だけでなく近

隣の方のためにも取り付けをお願いします。

防災掲示板

昨年、11月に侵入盗の被害が出たことをうけ、

東西町パトロール隊７名の方が、10月～11月にか

けて地区内のパトロールを行い、施錠をするよう

に呼びかけました。

自分の財産を守る

のは自身です。

みんなで声掛けあっ

て犯罪者の入り込め

ない町にしましょう。

パトロール隊が防犯パトロールに出動

☆花岡卓哉くん(1-6)米子松蔭高校３年が、平成

24年12月23日に京都で行われる第63回全国高等学

校駅伝競走大会に出場されます。

☆岡野麻由さん(2-1)米子南高校２年が、全国高

校選抜ボート中国地区予選会のダブルスカル(２人

乗り)に出場し見事優勝！2013年３月に静岡で開催

される全国選抜大会への出場が決定しました。

大いに青春を謳歌してください。健闘を祈りま

す！

全国にはばたけ東西町の若鮎たち！

今月は３区４班 石橋建作さんです

昭和43年に米子に来て妻と知り

合い結婚しました。その当時は、

まだニュータウンの存在はなく、

境部落にある妻の実家に、米子から

バスで「古市」の次の停留所であった「峰」で降

りて、山際の畦道(今の運動公園の横のあたり)を

歩いて行ったことを覚えています。

その当時、今の東西町のある場所は、畑と下の

方に田んぼがあるだけでした。

東西町に入居したきっかけは？

両親と共に妻の実家に行く時に、東町から見た

大山の眺めの良さに感激したのが動機で、昭和50

年(私36歳)に、小さいながら一居を構えることが

できました。

当時の活動と思い出は？

当時は入居者も若い人が多く、子ども会の役員

をしていたこともあり、沢山の子供たちと旧運動

公園(現在の下水処理場)でのキャンプファイヤー

や、集会所での６年生のお別れ会の時に稚拙な手

品で楽しんでもらった(？)思い出もあります。

中でも、もっとも忘れられないのが「ニュータ

ウンバレーボールクラブ」です。優秀なメンバー

に助けられ何度か優勝することができました。

一人一人の名前を出すことはできませんが、楽し

い思い出をありがとうございました。

夢中になっていることは？

ゴルフ！です。「ゴルフ同好会」の歴史は古く、

昭和52年からあり、下手ながら初回から顔を出し

ています。経験のある方一緒に楽しみましょう。

東西町のなかまたち №7

要望が出ていた４区牧田池ガードレールの一部

塗装を町づくり部でおこないました。

作業をされ

ている方々へ

のあたたかい

声掛けや、助

け合いのでき

る地域になれ

ばと願ってい

ます。

牧田池ガードレール塗装

町づくり部 平新副部長

パトロールに出動
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作品を展示しています

協議会事務所玄関に東西町絵手紙教室の作品が

飾ってあります。季節ごとに入れ替えをされてい

ます。

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰには小学生が描いた絵を展示してい

ます。 どうぞご覧ください。

毎月の金曜日、

14：00～16：00の

間、つどいで開催

しています。

「何か地域の役に

たったらいいナ！」

って思った人が集まっています。ここでは協議会

からの依頼品やわくわくショップ等で販売する小

物等を、誰かが先生になって教えたり教えられた

りおしゃべりの合間に制作しています。

材料は寄付で頂いた物を利用しています。売り

上げは材料代や活動費等に充てています。

時間のある方はどうぞお越しください。

代表：4－4 松永綾子

遊友くらぶ

○可燃ごみに出す布団や木等、指定袋に入らない

場合も必ず指定袋をつけて出してください

未だに、指定袋の無い木等が出ています。

必ず指定のごみ袋に入れるか袋をつけてください。

○郵便物は郵便配達員に託すこともできます

以前にもお知らせしていましたが、郵便の投函

については郵便配達員の方に渡していただいても

良いです。但し、切手の貼って無いものや振込等

については、お願いすることはできません。

○冬用のパトロールウエアーの貸し出しをします

散歩や子どもの見守り等で着用していただける

方に無料で貸し出しをしていますので協議会事務

所までお越しください。

○配本ｽﾃｰｼｮﾝの本は偶数月の月末に入れ替えます

協議会事務所にあるステーションに、南部町図

書館が、絵本から漫画、小説や専門書等200冊を置

き、偶数月の月末に入れ替えをしています。ステー

ションに無い本でもリクエストがあれば対応して

いただけますので協議会へお知らせください。

事務局からのお知らせ

10月27日(土)、午前

10時から天津運動公園

で開催。初参加が７名

の計25名で行いました。

初体験の本間ひろと

君(７歳)がまさかのＨ-

１(ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ)・・・終わって見れば９名もの方々が

Ｈ-１でした。

総合成績では、優勝：(40打)細田恒夫、２位：

(42打)北尾智子、３位：(42打)吉木邦雄、４位：

(42打)中本俊夫(敬称略)、２位から４位は同点と

なり、規定に準じて採点するなどの大混戦でした。

惜しくも２位と同点ながら入賞を逃した中本さ

んは、Ｈ-１無しでのベストスコアで大健闘でした。

一方、ＢＢ賞争いも熾烈で神田ファミリーと本

間３姉弟間で繰り広げられ、本間しおりさんが獲

得されました。幼児から80？歳までが一緒にプレー

した和やかな大会でした。

Ｈ-１：甲斐頼子、

細田恒雄、加藤昇一、

小杉達男、吉木邦雄、

本間寛人、細田元教、

村田ヨシ子、北尾智子

（敬称略）

グラウンドゴルフ大会

遺跡調査風景をバックにプレー

10月28日に農業者

トレーニングセンター

で開催されたボラ

ンティアフェスティ

バルに、東西町の

福祉部が焼きそばを

出店しました。

売り上げ収益の一部を社会福祉協議会に寄付し

ました。

ボランティアフェスティバル

11月９日に地区監査員

により事業及び会計につ

いての中間監査を受けま

した。

特に指摘事項なしとの

評価をいただきました。

中間監査を受けました

異世代間交流ができました

遊友くらぶの様子

汗だくの役員

監査を受けました



第６５号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２４年１２月１日

2

住宅火災予防について

☛３つの習慣

❶寝たばこは、絶対しない。

❷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

使用する。

❸ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火

を消す。

☛４つの対策

❶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報装置を

設置する。

❷寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する。

❸火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器

を設置する。

❹お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣

近所の協力体制をつくる。

消防法により全ての住宅に住宅用火災警報器の

設置が義務付けられています。自分だけでなく近

隣の方のためにも取り付けをお願いします。

防災掲示板

昨年、11月に侵入盗の被害が出たことをうけ、

東西町パトロール隊７名の方が、10月～11月にか

けて地区内のパトロールを行い、施錠をするよう

に呼びかけました。

自分の財産を守る

のは自身です。

みんなで声掛けあっ

て犯罪者の入り込め

ない町にしましょう。

パトロール隊が防犯パトロールに出動

☆花岡卓哉くん(1-6)米子松蔭高校３年が、平成

24年12月23日に京都で行われる第63回全国高等学

校駅伝競走大会に出場されます。

☆岡野麻由さん(2-1)米子南高校２年が、全国高

校選抜ボート中国地区予選会のダブルスカル(２人

乗り)に出場し見事優勝！2013年３月に静岡で開催

される全国選抜大会への出場が決定しました。

大いに青春を謳歌してください。健闘を祈りま

す！

全国にはばたけ東西町の若鮎たち！

今月は３区４班 石橋建作さんです

昭和43年に米子に来て妻と知り

合い結婚しました。その当時は、

まだニュータウンの存在はなく、

境部落にある妻の実家に、米子から

バスで「古市」の次の停留所であった「峰」で降

りて、山際の畦道(今の運動公園の横のあたり)を

歩いて行ったことを覚えています。

その当時、今の東西町のある場所は、畑と下の

方に田んぼがあるだけでした。

東西町に入居したきっかけは？

両親と共に妻の実家に行く時に、東町から見た

大山の眺めの良さに感激したのが動機で、昭和50

年(私36歳)に、小さいながら一居を構えることが

できました。

当時の活動と思い出は？

当時は入居者も若い人が多く、子ども会の役員

をしていたこともあり、沢山の子供たちと旧運動

公園(現在の下水処理場)でのキャンプファイヤー

や、集会所での６年生のお別れ会の時に稚拙な手

品で楽しんでもらった(？)思い出もあります。

中でも、もっとも忘れられないのが「ニュータ

ウンバレーボールクラブ」です。優秀なメンバー

に助けられ何度か優勝することができました。

一人一人の名前を出すことはできませんが、楽し

い思い出をありがとうございました。

夢中になっていることは？

ゴルフ！です。「ゴルフ同好会」の歴史は古く、

昭和52年からあり、下手ながら初回から顔を出し

ています。経験のある方一緒に楽しみましょう。

東西町のなかまたち №7

要望が出ていた４区牧田池ガードレールの一部

塗装を町づくり部でおこないました。

作業をされ

ている方々へ

のあたたかい

声掛けや、助

け合いのでき

る地域になれ

ばと願ってい

ます。

牧田池ガードレール塗装

町づくり部 平新副部長

パトロールに出動
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作品を展示しています

協議会事務所玄関に東西町絵手紙教室の作品が

飾ってあります。季節ごとに入れ替えをされてい

ます。

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰには小学生が描いた絵を展示してい

ます。 どうぞご覧ください。

毎月の金曜日、

14：00～16：00の

間、つどいで開催

しています。

「何か地域の役に

たったらいいナ！」

って思った人が集まっています。ここでは協議会

からの依頼品やわくわくショップ等で販売する小

物等を、誰かが先生になって教えたり教えられた

りおしゃべりの合間に制作しています。

材料は寄付で頂いた物を利用しています。売り

上げは材料代や活動費等に充てています。

時間のある方はどうぞお越しください。

代表：4－4 松永綾子

遊友くらぶ

○可燃ごみに出す布団や木等、指定袋に入らない

場合も必ず指定袋をつけて出してください

未だに、指定袋の無い木等が出ています。

必ず指定のごみ袋に入れるか袋をつけてください。

○郵便物は郵便配達員に託すこともできます

以前にもお知らせしていましたが、郵便の投函

については郵便配達員の方に渡していただいても

良いです。但し、切手の貼って無いものや振込等

については、お願いすることはできません。

○冬用のパトロールウエアーの貸し出しをします

散歩や子どもの見守り等で着用していただける

方に無料で貸し出しをしていますので協議会事務

所までお越しください。

○配本ｽﾃｰｼｮﾝの本は偶数月の月末に入れ替えます

協議会事務所にあるステーションに、南部町図

書館が、絵本から漫画、小説や専門書等200冊を置

き、偶数月の月末に入れ替えをしています。ステー

ションに無い本でもリクエストがあれば対応して

いただけますので協議会へお知らせください。

事務局からのお知らせ

10月27日(土)、午前

10時から天津運動公園

で開催。初参加が７名

の計25名で行いました。

初体験の本間ひろと

君(７歳)がまさかのＨ-

１(ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ)・・・終わって見れば９名もの方々が

Ｈ-１でした。

総合成績では、優勝：(40打)細田恒夫、２位：

(42打)北尾智子、３位：(42打)吉木邦雄、４位：

(42打)中本俊夫(敬称略)、２位から４位は同点と

なり、規定に準じて採点するなどの大混戦でした。

惜しくも２位と同点ながら入賞を逃した中本さ

んは、Ｈ-１無しでのベストスコアで大健闘でした。

一方、ＢＢ賞争いも熾烈で神田ファミリーと本

間３姉弟間で繰り広げられ、本間しおりさんが獲

得されました。幼児から80？歳までが一緒にプレー

した和やかな大会でした。

Ｈ-１：甲斐頼子、

細田恒雄、加藤昇一、

小杉達男、吉木邦雄、

本間寛人、細田元教、

村田ヨシ子、北尾智子

（敬称略）

グラウンドゴルフ大会

遺跡調査風景をバックにプレー

10月28日に農業者

トレーニングセンター

で開催されたボラ

ンティアフェスティ

バルに、東西町の

福祉部が焼きそばを

出店しました。

売り上げ収益の一部を社会福祉協議会に寄付し

ました。

ボランティアフェスティバル

11月９日に地区監査員

により事業及び会計につ

いての中間監査を受けま

した。

特に指摘事項なしとの

評価をいただきました。

中間監査を受けました

異世代間交流ができました

遊友くらぶの様子

汗だくの役員

監査を受けました
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会報まち12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

10月25日に南部町建設課により、新運動公園の説明会が開催されました。

遺跡発掘に伴う文化財調査で当初計画された山の掘削土砂の搬出先の確保が出来ず、新運動公園の計

画図の作成が遅れていましたが、この度、当初の計画どおりの面積の提示がありました。

場所は既に工事が行なわれているｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ北側の山一帯、広さ：現天津運動公園の1.55倍(駐車場

含む）、高さ：集会所前では２メートル高い位置になります。全面芝生で200メートルトラックを有す

る運動場の一角にはバスケットゴールが設置されます。また、アスファルト舗装の駐車場を利用した壁

打ち場を設け、壁を使ってサッカーやテニス、キャッチボール等を、１人でも楽しむことができます。

その他の設備としては、東屋やトイレ、倉庫などが設置されます。

大山を望みながらの散歩コースや芝生で裸足になったり寝転がったり、いろいろな人がいろいろな楽

しみ方のできる公園になるのではないかと思います。

完成は平成27年10月の予定で、その年の運動会には使用出来る様です。

完成までに開催される夏祭りはｺﾐｭﾆﾃｨ

ｾﾝﾀｰ、運動会はふるさと交流センター、

とんどさんについては従来どおり現天津

運動公園で行う予定にしています。

説明会には26名の参加があり、上記の

内容にて了解を得ました。

～DIG(災害図上訓練)で地区の災害・防災特性の把握と理解～

台風のため延期になっていました防災ワークショップが、11月11

日(日)に開催されました。これは南部町では初めての開催となるも

ので、鳥取県危機管理局が主体となり、東西町が抱える防災上の課

題を専門家の指導によるDIGで一緒に考えながら、さらに安心・安

全な町づくりを進めるために開かれたものです。安否確認協力委員

を中心に34名の参加がありました。DIGでは区ごとに分かれ、東西町の拡大地図に消火栓の場所、避難

路や危険箇所等に色つけをしました。次に災害への強さや弱さを話し合いながら、ポストイットに全て

書き出し、表に貼り付けていくと、区の課題等を紙面上ではっきりと認識することができました。

出ました地区課題への回答や対処については、皆さんに順次広報すると共に、今後の防災活動に生か

していきたいと思います。

新運動公園の計画が固まりました

運動場

駐車場

ｺﾐｭﾆﾃｨｾ
ﾝﾀｰ

防災ワークショップを開催

説明会の様子

図上訓練３区の様子
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日 曜日 １２月の行事予定表
１ 土 運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

２ 日 ＜しめ縄づくり講習会＞＜ふれあい花壇にツリー設置＞

３ 月

４ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

５ 水 もちづくり実行委員会/謡曲/フラダンス/ミニテニス

６ 木 男のクッキング/ミニテニス/あみもの同好会

７ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

８ 土 野菜市9：00～/ソフトバレー

９ 日
＜ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大掃除と会議＞＜干支づくり＞

低山を登る会/クリーンウオーク

１０ 月

１１ 火 ＜福祉部クリスマス会＞ 絵手紙教室/万ＧＧ

１２ 水 健康フラダンス教室/麻雀同好会/ミニテニス

１３ 木 ＜コミュニティーホーム講演会＞ ミニテニス

１４ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

１５ 土 わくわくショップ10：30～【刃物研ぎをします 受付：8：00～】

１６ 日 麻雀同好会/衆議院議員選挙投票日

１７ 月 うたの会

１８ 火 万ＧＧ

１９ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２０ 木 ミニテニス/あみもの同好会

２１ 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

２２ 土 ソフトバレー

２３ 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞

２４ 月 うたの会(17日に変更)

２５ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２６ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２７ 木 ミニテニス

２８ 金 野菜市9：00～/料理の会/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２９ 土

３０ 日

３１ 月 ＜年越しそばづくり＞

しめ縄づくり講習会と
ふれあい花壇にツリー設置

[青少年育成会]

日時：12月２日(日)

○しめ縄づくり：10：00～11：30

場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

小学生は大人と一緒に来てね！

詳細は回覧をご覧ください。

○ツリー設置：13：30～

場所：東西町ふれあい花壇

１月の行事予定

６日(日)とんどさん・新年会【町づくり部】

12日(土)初釜【人づくり部】

20日(日)東西町ソフトソフトバレー大会【人づくり部】

27日(日)救命処置手順講習会【町づくり部】

年越しそばづくり[そばの会]

自分で打ったそばを食べで年越しをしましょう。

日時：12月31日(月)13：00～15：00
場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
参加料：200円(4～5人前)
定員：先着20組
申し込み：不要ですが、お早めに

お出かけください。

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾑ講演会の開催

[福祉部]

日時：12月13日(木)19：30～

場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

講師：鳥取県福祉保健部課長 日野 力

演題：支え愛のすすめ

詳細は回覧をご覧ください。

東西町可燃ごみ収集について

12月31日(月)が今年最後の収集日で

す。新年は１月7日(月)からです。

東西町地域振興協議会の年末年始について

仕事納め：12月28日(金）12：00時まで業務

休み：12月29日(土)～1月６日(日)

仕事始め：１月７日(月) 緊急の場合は事務所入口に

事務局連絡先を掲示していますのでご利用ください。

干支づくり[人づくり部]

押し絵で干支の巳をつくります。

日時：12月９日(日)14：00～17：00

場所：つどい

講師：阿部栄子(１-１)

参加料：300円程度

準備品：紙ばさみ、布ばさみ、

厚紙(菓子箱１個)、ｽﾃｲｯｸのり

申し込み：12月６日まで

町・新春リレー書道参加者募集！

当日発表されるお題(文字)を１
人１画づつ書きリレーします。
日時：25年１月６日(日)10：00～

場所：西伯小学校体育館
東西町から１チーム(10名程度)
申し込み締め切り：12月27日
詳細や申込みは事務所まで

15～16日のｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー

は選挙関係で両日とも

終日立ち入り禁止です。

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。


