
任期満了に伴う、東西町地域振興協議会の会長・

副会長候補者が運営委員会で次の通り選考・選出

されました。

４月14日(日)開催の東西町地域振興協議会通常

総会に提案いたします。（任期は３年間）

【会 長】原 和正 （４区２班）

【副会長】長谷川 忠実 （１区５班）

今年度班長の任期について

班長の皆様の任期は、総会欠席者へ議案書等の

配布と新班長への引き継ぎをもって終了となりま

すので、よろしくお願いいたします。

避難時に利用するリヤカーの保管場所として、

わが町支え愛活動支援事業の補助金をいただき、

防災倉庫を購入しました。

また、避難訓練後の反省会や防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等で、

安否確認グッズも常時近くに置いて欲しいとの要

望が出ていましたので、一緒に保管することにし

ました。設置場所は、各区の安否確認協力委員で

検討いただいた下記の場所になりました。

１区：６班の藤谷様宅付近

２区：４班の機具庫壁面

３区：２班の奥山様宅付近

４区：１班の前谷様宅付近

鍵は設置場所近くの安否確認

協力委員の方が所持されていま

す。緊急時のために、設置場所

の確認をしておいてください。
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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

次期の会長・副会長候補者が選出されました

三村寅仁

林 翔希
竹内仁胡

長門 響
荒木沙耶

藤原 誉

大久保七海

武本日菜 福田祐奈

中島拓音角 明華

西田渚紗 金森美桜

柏木璃久

片山太貴

磯田純里

東西町の新１年生です ～よろしくお願いしまぁす～

防災倉庫を各区に設置しました

緑色の倉庫です

岸本怜央
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日 曜日 ４月の行事予定表
１ 月 人づくり部会議

２ 火

町

監査/町づくり部会議/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

３ 水 フラダンス教室/写真クラブ(写光会)/麻雀同好会/ミニテニス

４ 木 習字教室/ミニテニス

５ 金
狂犬病予防接種/ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

６ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

７ 日 麻雀同好会

８ 月

９ 火 絵手紙教室

１０ 水 ☀３区さんさんサロン/健康フラダンス教室/ミニテニス

１１ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス/☀２区サロン

１２ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ/万寿会

１３ 土 そばの会/ソフトバレー

１４ 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞低山会/クリーンウオーク

１５ 月 ＜(新年度)区長・班長会＞

１６ 火

１７ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１８ 木 ミニテニス

１９ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【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～/銭太鼓/万寿会/バレー

２１ 日 万寿会総会

２２ 月 うたの会

２３ 火 ハンドメイドクラブ

２４ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２５ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

２６ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２７ 土 野菜市9：00～/３区１班/ソフトバレー

２８ 日 ＜たけのこ掘り体験10：00～＞

２９ 月

３０ 火

５月の行事予定
12日(日) 春の一斉清掃【町づくり部】＊右のお知らせ欄に記載しています

26日(日) さつき祭【人づくり部・実行委員会】

総会へご出席をお願いします
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

ず委任状を各班長まで提出いただ

きますようお願いします。

日時：４月14日(日)9：00～

場所：東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

受付：8：30～8：50

行
事
の
詳
細
に
つ
い
て
は

３
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

野菜市を再開します

マイバッグを持参ください。

春の一斉清掃の日程について
５月12日(日)に行います

今年は、全国植樹祭が鳥取県で

開催されることになっています。

そのため、例年６月に行なって

いました全町一斉の春の一斉清掃

を、植樹祭に先立ち、５月12日

(日)に行うことになりました。

ご理解とご協力をお願いいたし

ます。

新芽の芽吹く季節です、宅地か

らのはみ出し樹木の剪定等もお願

いします。

分別収集について
テッシュペーパーの空き箱はざ

つがみへ、取り口についているビ

ニールはプラ類にそれぞれ分別し

てください。

プラの取り外し方法は、箱の両

サイドを開いて潰す前に、手を中

に入れ裏からはぐと簡単にはがれ

ます。

わくわくショップ予告

５月は刃物研ぎがあります
＊わくわくショップでお買い物された場

合のレジ袋は準備していませんので

マイバッグを持参ください。

＊ペットボトルキャップの回収は行なっ

ていません。

新年度に向けて
東西町地域振興協議会では、支

え合う町づくりを目指して事業を

進めています。

役員も任期満了となり、新たな

方々にお世話になります。

みんなで助けあっていきましょう。
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3月3日(日)に西伯病

院歯科の原田勇聖医師

から「歯周病と全身疾

患について」の講演を

行なって頂き19名が受

講しました。

歯を失う原因は、虫

歯より歯周病によるものがダントツのようです。歯

周病を放置して、末期になると歯が抜け落ちること

もあるそうですので、半年に１回程度、定期的に受

診をしましょう。この歯周病菌が歯の神経を通り血

管から内臓に入ると、肺炎・心臓病・糖尿病・骨粗

鬆症等の全身疾患にもつながる恐れや、妊娠中には

胎児へも悪影響が出ることもあるそうです。

自分で出来る予防としては、歯ブラシと歯間ブラ

シを併用して、歯垢を確実に除去することです。テ

レビを観ながらや風呂に浸かりながら等、最低でも

５分以上の歯磨きをしましょう。

歯ブラシの選び方や正しい仕方、歯間ブラシの使

い方等は、歯科にご相談くださいとのことでした。

丈夫な歯で美味しく食べることが、健康で長生き

できる秘訣の様です。

福祉部：健康増進委員 田浪照雄

貴金属等の悪質な訪問買い取りに注意

全国で貴金属や和服等の悪質な訪問買い取りに

ついてのトラブルが急増しています。

「断ってもなかなか帰らない」「強引で怖かっ

た」「業者の提示した値段より安く買い取られた」

等で、被害者の多くが高齢者のようです。

アドバイスとして

◎一旦買い取られるとクーリングオフが困難です

◎売るつもりがないなら、きっぱりと断りましょ

う

◎強く迫られる等恐怖を感じたときは警察を呼び

ましょう

◎おかしいなと思ったら親しい人に相談しましょ

う

◎災害支援等の善意につけ込む悪質なケースには、

特に注意しましょう

防災掲示板

健康講演会を開催

日常の独居者や昼間独居者等に対して、夜間の

灯火の見守りや日常生活支援などを行なっている

見守り世話人懇話会を、区毎に開催しました。

お世話をしている中での悩みや、方法などが話

し合われ、その中で、高齢の方でもゴミ出しは可

能な限りご自身

でしていただく

ようにお願いし

ている等の事例

もありました。

見守り世話人懇話会を区毎に開催

広報部ではなんぶSANチャン

ネル投稿等へのビデオ撮影の

スキルアップのために、３月

２日(土)に研修会を行いまし

た。

当日は中海テレビより白川・

小林両氏を講師に招き、広報部４名・事務局３名

が参加しました。研修は机上講習・被写体撮影・

検討会の順で進みました。

机上講習では、撮影を始める前に、撮影の『テー

マ』『ポイント』『時間』等を明確に決めること

が重要であると学びました。

広報部員の３名と小林講師に、家庭用ビデオで

ソフトバレー同好会の練習風景を被写体にして撮

影をしていただきました。

その後、撮ったばかりの映像を見ながら、意見

をいただきました。広報部員のダラダラ撮影に比

べ、小林講師の撮影はテーマが明確に表現された

ものでした。

25年度もなんぶSANチャンネルへは４回の投稿を

行うことになっていますので、『以前とはちょっ

と違うな～』

と思われる作

品づくりがで

きるようがん

ばります。

広報部長

国本雄二

魅了するビデオ撮影に向けて

机上講習会の様子

ビデオ撮影

見守り世話人懇話会（４区）
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感謝の気持ちで一杯です

お恥ずかしながら、先日米子からの買い物を終え

て、バス停から歩いて玄関前まで帰ったところ「バッ

グをひろいましたよ」と追いかけて届けてくださっ

た方がおられました。そのバッグには、鍵や財布等

大事なものが入っていました。

お名前をお聞きしたのですが、動揺していたのと、

あまりにも嬉しかったことですっかり忘れてしまい

ました。

もう一度きちんとお礼をお伝えしたくて、投稿さ

せていただきました。感謝の気持ちで一杯です。

本当にありがとうございました。

ぜひ、お話しをしたいと願っていますので、連絡

をいただければ嬉しく思います。

１区３班 前川志ま子

ほんわかと、心あたたまる話でうれしいですね！心打たれ

たことや小さなニュース等ありましたらどんどん投稿コーナー

へお寄せください。(事務局)

投稿コーナー

３月２日(土)、生

産地との交流会を日

南町で開催しました。

東西町から野菜市、

わくわくショップ、

野菜に関心のある方

等の代表と事務局の

総勢８名、日南町か

らは、東西町で野菜

販売をしていただいている農家の方等３名に出席

いただきました。

午前中の会議では、安価の販売や売れ残りが出

ることへの質問に対しては、「喜んでもらってい

ることが一番のやり甲斐になっている。また、新

品種等の要望があれば出来る限り対応していきた

い」と話しておられました。

午後からは、それぞれの畑を見学して回りまし

た。予定時間を大幅に超過するほど熱心な説明の

中に、無農薬の安心安全で美味しい

野菜をつくっていることへの自信

を感じました。

今後については、農地を利用し

た交流等を行ないたいと思ってい

ます。

生産地との交流会

雪の舞う中で畑の
見学をする参加者

ビニールハウス
も見学しました

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします

２区１班 渡辺明則 東町66番地

２区２班 柏木 誠 東町4－23番地

＜退会＞お世話になりました

４区５班 米田美代子 東町337番地

３月10日(日)子ども会の歓送迎会を開催しました

今年は、例年になく17名(表紙写真)の新１年生

を迎えました。また、春から中学生になる成長し

た６年生を送る会も行い、皆で仲良くゲームをし

たりおやつを一緒に食べたりと、とても楽しい会

になりました。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

願いいたします。

子供育成会４班長

舩越正美

子ども会歓送迎会

たけのこ掘り体験(青少年育成会)

日時：25年４月28日(日)
10：00までにコミュニティセンターに集合

場所：阿賀
準備：長靴、スコップ等、袋、タオル他・・・
申し込み：不要です。車の有る方は車でお越しく

ださい。
＊中止の場合は当日屋外放送でお知らせします

昼食：参加者でバーベキューをします。
参加料：中学生以上300円

行事のお知らせ

東西町ヨーガ教室の会員を募集します

日 時：(月４回)毎週金曜日19：30～20：30

場 所：コミュニティセンター

講 師：三沢明紗子先生(米子市)

代表者：野口昭男(2－4)

募集人員：１名

申し込み・問い合わせ：野口 ℡66－3936

放課後児童クラブ(にこにこくらぶ)発

東西町の元気っ子も無事に１年を過ごし、どの

子もぐ～んと成長しました。

たくさんの方に見守られ、声を掛けていただき

本当にありがとうございました。にこにこくらぶ

も新１年生を迎え元気一杯です。
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お恥ずかしながら、先日米子からの買い物を終え

て、バス停から歩いて玄関前まで帰ったところ「バッ

グをひろいましたよ」と追いかけて届けてくださっ

た方がおられました。そのバッグには、鍵や財布等

大事なものが入っていました。

お名前をお聞きしたのですが、動揺していたのと、

あまりにも嬉しかったことですっかり忘れてしまい

ました。

もう一度きちんとお礼をお伝えしたくて、投稿さ

せていただきました。感謝の気持ちで一杯です。

本当にありがとうございました。

ぜひ、お話しをしたいと願っていますので、連絡

をいただければ嬉しく思います。

１区３班 前川志ま子

ほんわかと、心あたたまる話でうれしいですね！心打たれ

たことや小さなニュース等ありましたらどんどん投稿コーナー

へお寄せください。(事務局)

投稿コーナー

３月２日(土)、生

産地との交流会を日

南町で開催しました。

東西町から野菜市、

わくわくショップ、

野菜に関心のある方

等の代表と事務局の

総勢８名、日南町か

らは、東西町で野菜

販売をしていただいている農家の方等３名に出席

いただきました。

午前中の会議では、安価の販売や売れ残りが出

ることへの質問に対しては、「喜んでもらってい

ることが一番のやり甲斐になっている。また、新

品種等の要望があれば出来る限り対応していきた

い」と話しておられました。

午後からは、それぞれの畑を見学して回りまし

た。予定時間を大幅に超過するほど熱心な説明の

中に、無農薬の安心安全で美味しい

野菜をつくっていることへの自信

を感じました。

今後については、農地を利用し

た交流等を行ないたいと思ってい

ます。

生産地との交流会

雪の舞う中で畑の
見学をする参加者

ビニールハウス
も見学しました

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞よろしくお願いします

２区１班 渡辺明則 東町66番地

２区２班 柏木 誠 東町4－23番地

＜退会＞お世話になりました

４区５班 米田美代子 東町337番地

３月10日(日)子ども会の歓送迎会を開催しました

今年は、例年になく17名(表紙写真)の新１年生

を迎えました。また、春から中学生になる成長し

た６年生を送る会も行い、皆で仲良くゲームをし

たりおやつを一緒に食べたりと、とても楽しい会

になりました。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

願いいたします。

子供育成会４班長

舩越正美

子ども会歓送迎会

たけのこ掘り体験(青少年育成会)

日時：25年４月28日(日)
10：00までにコミュニティセンターに集合

場所：阿賀
準備：長靴、スコップ等、袋、タオル他・・・
申し込み：不要です。車の有る方は車でお越しく

ださい。
＊中止の場合は当日屋外放送でお知らせします

昼食：参加者でバーベキューをします。
参加料：中学生以上300円

行事のお知らせ

東西町ヨーガ教室の会員を募集します

日 時：(月４回)毎週金曜日19：30～20：30

場 所：コミュニティセンター

講 師：三沢明紗子先生(米子市)

代表者：野口昭男(2－4)

募集人員：１名

申し込み・問い合わせ：野口 ℡66－3936

放課後児童クラブ(にこにこくらぶ)発

東西町の元気っ子も無事に１年を過ごし、どの

子もぐ～んと成長しました。

たくさんの方に見守られ、声を掛けていただき

本当にありがとうございました。にこにこくらぶ

も新１年生を迎え元気一杯です。



任期満了に伴う、東西町地域振興協議会の会長・

副会長候補者が運営委員会で次の通り選考・選出

されました。

４月14日(日)開催の東西町地域振興協議会通常

総会に提案いたします。（任期は３年間）

【会 長】原 和正 （４区２班）

【副会長】長谷川 忠実 （１区５班）

今年度班長の任期について

班長の皆様の任期は、総会欠席者へ議案書等の

配布と新班長への引き継ぎをもって終了となりま

すので、よろしくお願いいたします。

避難時に利用するリヤカーの保管場所として、

わが町支え愛活動支援事業の補助金をいただき、

防災倉庫を購入しました。

また、避難訓練後の反省会や防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等で、

安否確認グッズも常時近くに置いて欲しいとの要

望が出ていましたので、一緒に保管することにし

ました。設置場所は、各区の安否確認協力委員で

検討いただいた下記の場所になりました。

１区：６班の藤谷様宅付近

２区：４班の機具庫壁面

３区：２班の奥山様宅付近

４区：１班の前谷様宅付近

鍵は設置場所近くの安否確認

協力委員の方が所持されていま

す。緊急時のために、設置場所

の確認をしておいてください。
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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

次期の会長・副会長候補者が選出されました

三村寅仁

林 翔希
竹内仁胡

長門 響
荒木沙耶

藤原 誉

大久保七海

武本日菜 福田祐奈

中島拓音角 明華

西田渚紗 金森美桜

柏木璃久

片山太貴

磯田純里

東西町の新１年生です ～よろしくお願いしまぁす～

防災倉庫を各区に設置しました

緑色の倉庫です

岸本怜央
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日 曜日 ４月の行事予定表
１ 月 人づくり部会議

２ 火

町

監査/町づくり部会議/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

３ 水 フラダンス教室/写真クラブ(写光会)/麻雀同好会/ミニテニス

４ 木 習字教室/ミニテニス

５ 金
狂犬病予防接種/ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

６ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

７ 日 麻雀同好会

８ 月

９ 火 絵手紙教室

１０ 水 ☀３区さんさんサロン/健康フラダンス教室/ミニテニス

１１ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス/☀２区サロン

１２ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ/万寿会

１３ 土 そばの会/ソフトバレー

１４ 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞低山会/クリーンウオーク

１５ 月 ＜(新年度)区長・班長会＞

１６ 火

１７ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

１８ 木 ミニテニス

１９ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【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～/銭太鼓/万寿会/バレー

２１ 日 万寿会総会

２２ 月 うたの会

２３ 火 ハンドメイドクラブ

２４ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２５ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

２６ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２７ 土 野菜市9：00～/３区１班/ソフトバレー

２８ 日 ＜たけのこ掘り体験10：00～＞

２９ 月

３０ 火

５月の行事予定
12日(日) 春の一斉清掃【町づくり部】＊右のお知らせ欄に記載しています

26日(日) さつき祭【人づくり部・実行委員会】

総会へご出席をお願いします
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

ず委任状を各班長まで提出いただ

きますようお願いします。

日時：４月14日(日)9：00～

場所：東西町ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

受付：8：30～8：50

行
事
の
詳
細
に
つ
い
て
は

３
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

野菜市を再開します

マイバッグを持参ください。

春の一斉清掃の日程について
５月12日(日)に行います

今年は、全国植樹祭が鳥取県で

開催されることになっています。

そのため、例年６月に行なって

いました全町一斉の春の一斉清掃

を、植樹祭に先立ち、５月12日

(日)に行うことになりました。

ご理解とご協力をお願いいたし

ます。

新芽の芽吹く季節です、宅地か

らのはみ出し樹木の剪定等もお願

いします。

分別収集について
テッシュペーパーの空き箱はざ

つがみへ、取り口についているビ

ニールはプラ類にそれぞれ分別し

てください。

プラの取り外し方法は、箱の両

サイドを開いて潰す前に、手を中

に入れ裏からはぐと簡単にはがれ

ます。

わくわくショップ予告

５月は刃物研ぎがあります
＊わくわくショップでお買い物された場

合のレジ袋は準備していませんので

マイバッグを持参ください。

＊ペットボトルキャップの回収は行なっ

ていません。

新年度に向けて
東西町地域振興協議会では、支

え合う町づくりを目指して事業を

進めています。

役員も任期満了となり、新たな

方々にお世話になります。

みんなで助けあっていきましょう。


