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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

町づくりの基本は隣近所であり、いざという時

にはやはり隣近所の助け合いが必要であると考え

ます。そこで、本年度は「近助力」を高める取り

組みを行うことにいたしました。

そのため、助け合いのできるコミュニケーショ

ンづくりとして、今まで以上の取り組みをされた

班に対して最大で10,000円の助成をすることにい

たします。

この機会に近助力を高め、安心して住みやすい

町づくりを目指しましょう。

期限：平成25年4月15日～

平成26年2月末までに実施

目的：日頃から隣近所で声掛けや見守り活動ができる

災害時に助け合うことができる等

対象：各班単位(会員の７割以上の参加)

内容：新たな取り組みであり、班内で助け合いを

目的としたコミュニケーションづくりであ

ること

例花見等の小旅行・ボーリング等のスポーツ・

ストリートパーティー等

申請の流れ

１．日程、参加人数、内容を班で決める

２．協議会事務局に助成金申請書を提出

３．会長が承認し助成金額を決定

４．近助力アップの取り組みを開催

５．報告書・決算書を提出

(助成金をお渡しいたします)

申請書等は協議会事務所に準備していますので

お越しください。

いよいよ６月から分別ごみ立ち当番廃止に向け

たモデル事業が始まります。４区１・２班の分別

ごみ集積場（国道180号東町バス停向い）がモデル

地区に指定されました。回収残ごみの対応につい

ては、「クリーンサポーター（仮称）」を経験豊

かな方にお願いすることとしています。

なお、無記名や不適切

な排出ごみが増加した場

合は、立ち当番制に戻る

ことになります。

全地区での立ち当番廃

止に向けて、分別ごみに

も必ず家の番地又は名前

の明記をお願いします。

４区区長 桑名 強

分別ごみ立ち当番の廃止に向けて
モデル地区が指定されました！

「近助力」アップへの取り組みの
申し込みを多数受け付けています

プロジェクトチームにより推進して参りました

が、施設の改修が完了し、６月24日(月)に開設す

ることになりました。

５月22日に下記の会合を開き、開設へ向けての

準備を進めました。

①利用者の送迎に関して

８名の送迎ボランティアに集まっていただき、

送迎時の課題や注意点などについて取り決めました。

②サポート員の体制について

８名のサポート員の勤務可能な曜日や時間帯や、

運営上の課題などについて話し合いを行いました。

なお、６月23日(日)

に内覧会を開催しま

すので、皆様お誘い

合わせの上、ご来場

くださいますようよ

ろしくお願いします。

ＣＨリーダー 佐藤

コミュニティホームを開設します

送迎に関した話し合いをしました

新運動公園造成ため、
道路側の木の伐採等

が行われています。

近くにお住まいの皆

様には騒音等で大変ご

迷惑をおかけしていま

す。

ご協力ありがとうござ

います。
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日 曜日 ６月の行事予定表
１ 土 １区福祉会/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

２ 日

３ 月

４ 火 ハンドメイドクラブ/絵手紙教室/男のクッキング

５ 水
福祉委員会/謡曲/フラダンス/写真クラブ/マージャン同好会

ミニテニス

６ 木 習字教室/ミニテニス

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8：30～/低山を登る会/ソフトバレー

９ 日 ＜さつき祭＞ 低山を登る会総会

１０ 月

１１ 火 福祉部会/４区花はなサロン

１２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１３ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

１４ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

１５ 土 わくわくショップ10：30～11：30/４区福祉会/銭太鼓/ソフトバレー

１６ 日 ２区福祉会

１７ 月

１８ 火

１９ 水
謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

☀３区さんさんサロン

２０ 木 ミニテニス

２１ 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

２２ 土 野菜市8：30～/３区福祉会/ソフトバレー

２３ 日 ＜コミュニティホーム内覧会＞

２４ 月 ＜コミュニティホーム開所式＞ うたの会

２５ 火 ハンドメイドクラブ

２６ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２７ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

２８ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２９ 土 ☀１区西町サロン・２区サロン/ソフトバレー

３０ 日

７月の行事予定

９(火)七夕会【福祉部】

28(日)リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

可燃ごみにも名前又は番地を

必ず明記してください！

これからの季節

は特に、可燃ごみ

の取り残しがあっ

た場合、猫が荒ら

したり、匂いが発

生するなど、近所

の方にも大変迷惑がかかります。

うっかりして収集できない物

を入れることは、誰でもあるこ

とです。そんな時に名前か番地

が記入してあると役立ちます。

家の近くを集積場として提供

してくださっている方々に迷惑

をかけないよう、記名のご協力

をお願いいたします。

リサイクルの日程変更について

先月号の会報「まち」行事予定

に６月23日と記載していましたが、

７月28日(日)に変更になりま

した。

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。

さつき祭のお知らせ

６月９日(日)に第６回東西町さ

つき祭を開催します。今年は５月

に全国植樹祭が花回廊で開催され

ましたので、例年より少しずらし

ての開催となりました。実行委員

会や各種団体の方々が力を合わせ

て準備していますので、どうぞご

来場をお願いします。詳細につい

てはチラシをご覧ください。

また、

作品展

への出

展のご

協力も

お願い

します。 第４回さつき祭での
もちづくりのようす
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今回は今後の東西町を担う若

手女性の一人、中学育成会会

長の本間光枝さん(３区２班）

にお話を聞きました。

東西町に来られたのは

平成11年12月に安来市から嫁い

できました。夫と３人の子供（中１・小４・小２

の２女１男）の５人家族です。

ご家族の自慢をどうぞ

夫が家事や育児をサポートしてくれることです。

ご自慢の旦那様を動物に例えると何ですか

熊です。熊の中でも私が思うのはテディベアで

すね。

休みのときは何をされていますか

ゆっくり休みます。家族で温泉にいくこともあ

ります。

サークル活動には参加されていますか

月１～２回、ハンドメイドクラブに参加してい

ます。『楽しくおしゃべりしながらハンドメイド』

です。時には食事会もして幸せなひとときです。

東西町で印象に残ったことは

鳥取西部地震の折、丁度妊娠９ヶ月で一人家に

いたのですが、近所のみなさんが心配して声をか

けに来てくださいました。とってもうれしかった

です。

最後に、中学育成会の会長としてのお気持ちは

初めての役員で不安はありますが、役員を経験

された方もいらっしゃるので相談しながら進めて

いこうと思います。一年間よろしくお願いします。

（取材：広報部長 国本）

東西町のなかまたち No.９

２区３班と４区１班付近で実施された「土砂災

害防止法に基づく渓流及び斜面調査」結果の報告

会が５月16日(木)に開催されました。

（県土整備局と町の建設課が担当。該当地区には

回覧等で開催案内をしました。）

調査結果に基づく説明は以下のとおりです

大雨時等には気象情報に注意して、

早めの避難を心がけましょう

２区３班の山側は土砂崩れにより

レッドゾーン(建物が壊れ人命が危険となる)と、

イエローゾーン(被害が予想される)があります

４区１班の西側は山からの土石流により

イエローゾーン(被害が予想される)があります

○イエローゾーンについては、今後、町から警戒

区域や避難場所などを入れた地図での知らせが

ある予定です。

○レッドゾーンは今後、町の意見を聞いた上で、

県から指定があります。特に危険な区域ですの

で建築等の規制がされます。

尚、当日の説明資

料が必要な方は事務

所にありますのでお

越しください。

渓流及び斜面調査結果報告会を開催

５月12日、さわやかな五月晴れのもと、春の一

斉清掃が行われました。今年度は植樹祭開催に伴

い、日程が変更になりましたが、多くのみなさん

に出ていただきました。

ラジオ体操にも317名の参加がありました。

清掃後にはホース格納箱や消火栓を点検したり、

班会議を

開催され

る班もあ

りました。

春の一斉清掃できれいになりました

消火栓を皆で確認（３区３班）

香典返し・寄付について

平成25年５月にご寄付をいただきました。

４区５班 細 田 様

ありがとうございました。

いただきました寄付金は東西町地域振興協議会の

活動で使用させていただきます。

理事の変更について(敬称略)

４区の理事の変更がありました。

４区１班 (前)前谷サエ子 ⇒ (新)大田 功

事務局からのお知らせ
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４月から再び東西町地区を担当

することになりました保健師の前

田知子です。保健師は、赤ちゃん

から高齢の方まで健康に関するア

ドバイスを行っています。気軽に

ご相談下さい。また、いきいきサ

ロン等に出向いて、健康に関する話や健康チェッ

ク等しますのでどしどし声をかけて下さい。

南部町の健(検)診がスタートしました。

年に１回は、健(検)診を受けましょう！

詳しくは、「平成25年度南部町健康カレンダー」

や健康増進委員さんが配布の受診票と日程表等を

ご覧ください。

★東西町の集団健診は、

（月日）８月26日(月）

（受付）8：00～10：00

（場所）東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

（窓口）健康管理センター「すこやか」66-5524

こんにちわ 保健師の前田です

放課後児童クラブのやさい畑ができました

東西町健康農園の片隅に放課後児童クラブの畑

ができました。

児童クラブ指導者も、ほとんど経験がなく上手

く育つかわかりませんが、子ども達は何だか楽し

そうにしています。

トマト・キュウリ・ナス・枝豆・カボチャ・唐

辛子・メロン等、た～くさん植え付けました。

無事に実りの日が来てくれるよう願っています。

どうぞ温

かく見守っ

てください

ね。

放課後児童クラブ「れっつごー!!」

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞

２区２班 東町９番地 砂田 都

西町フラワーガーデンを紹介します
長谷川忠実さん(１区５班)が自宅隣の土地(所有)

を、２年程前から手作業で開拓して見事なフラワー

ガーデンにしておられます。春から秋まで様々な

花が代わる代わる咲くようです。一度ご覧くださ

い。入園料は無料で～す。

今年も東西町にこの季節が来ました
ササユリ

１区西町高台の山側に、昨年も咲いていたササ

ユリが今年も蕾をつけています。

ミツバチの巣離れが始まる時期です

一昨年のミツバチプロジェクトに

参加されたみなさんが、巣箱を作っておられます

が、未だ入居者が無いようです。ミツバチの巣離

れを見かけたらお知らせください。

全国植樹祭で天皇皇后両陛下が
初めて南部町にご来訪されました

５月26日(日)全国植樹祭が南部町の花回廊で開

催されました。午後には、天萬庁舎から特別養護

老人ホーム「ゆうらく」に向かわれるところ、東

西町からは30人程のみなさんが、奉送迎用のバス

で阿賀まで行き、JA付近で両陛下をお迎えしまし

た。

身を乗り出して奉迎するみなさん
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放課後児童クラブのやさい畑ができました

東西町健康農園の片隅に放課後児童クラブの畑

ができました。

児童クラブ指導者も、ほとんど経験がなく上手

く育つかわかりませんが、子ども達は何だか楽し

そうにしています。

トマト・キュウリ・ナス・枝豆・カボチャ・唐

辛子・メロン等、た～くさん植え付けました。

無事に実りの日が来てくれるよう願っています。

どうぞ温

かく見守っ

てください

ね。

放課後児童クラブ「れっつごー!!」

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞

２区２班 東町９番地 砂田 都

西町フラワーガーデンを紹介します
長谷川忠実さん(１区５班)が自宅隣の土地(所有)

を、２年程前から手作業で開拓して見事なフラワー

ガーデンにしておられます。春から秋まで様々な

花が代わる代わる咲くようです。一度ご覧くださ

い。入園料は無料で～す。

今年も東西町にこの季節が来ました
ササユリ

１区西町高台の山側に、昨年も咲いていたササ

ユリが今年も蕾をつけています。

ミツバチの巣離れが始まる時期です

一昨年のミツバチプロジェクトに

参加されたみなさんが、巣箱を作っておられます

が、未だ入居者が無いようです。ミツバチの巣離

れを見かけたらお知らせください。

全国植樹祭で天皇皇后両陛下が
初めて南部町にご来訪されました

５月26日(日)全国植樹祭が南部町の花回廊で開

催されました。午後には、天萬庁舎から特別養護

老人ホーム「ゆうらく」に向かわれるところ、東

西町からは30人程のみなさんが、奉送迎用のバス

で阿賀まで行き、JA付近で両陛下をお迎えしまし

た。

身を乗り出して奉迎するみなさん
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町づくりの基本は隣近所であり、いざという時

にはやはり隣近所の助け合いが必要であると考え

ます。そこで、本年度は「近助力」を高める取り

組みを行うことにいたしました。

そのため、助け合いのできるコミュニケーショ

ンづくりとして、今まで以上の取り組みをされた

班に対して最大で10,000円の助成をすることにい

たします。

この機会に近助力を高め、安心して住みやすい

町づくりを目指しましょう。

期限：平成25年4月15日～

平成26年2月末までに実施

目的：日頃から隣近所で声掛けや見守り活動ができる

災害時に助け合うことができる等

対象：各班単位(会員の７割以上の参加)

内容：新たな取り組みであり、班内で助け合いを

目的としたコミュニケーションづくりであ

ること

例花見等の小旅行・ボーリング等のスポーツ・

ストリートパーティー等

申請の流れ

１．日程、参加人数、内容を班で決める

２．協議会事務局に助成金申請書を提出

３．会長が承認し助成金額を決定

４．近助力アップの取り組みを開催

５．報告書・決算書を提出

(助成金をお渡しいたします)

申請書等は協議会事務所に準備していますので

お越しください。

いよいよ６月から分別ごみ立ち当番廃止に向け

たモデル事業が始まります。４区１・２班の分別

ごみ集積場（国道180号東町バス停向い）がモデル

地区に指定されました。回収残ごみの対応につい

ては、「クリーンサポーター（仮称）」を経験豊

かな方にお願いすることとしています。

なお、無記名や不適切

な排出ごみが増加した場

合は、立ち当番制に戻る

ことになります。

全地区での立ち当番廃

止に向けて、分別ごみに

も必ず家の番地又は名前

の明記をお願いします。

４区区長 桑名 強

分別ごみ立ち当番の廃止に向けて
モデル地区が指定されました！

「近助力」アップへの取り組みの
申し込みを多数受け付けています

プロジェクトチームにより推進して参りました

が、施設の改修が完了し、６月24日(月)に開設す

ることになりました。

５月22日に下記の会合を開き、開設へ向けての

準備を進めました。

①利用者の送迎に関して

８名の送迎ボランティアに集まっていただき、

送迎時の課題や注意点などについて取り決めました。

②サポート員の体制について

８名のサポート員の勤務可能な曜日や時間帯や、

運営上の課題などについて話し合いを行いました。

なお、６月23日(日)

に内覧会を開催しま

すので、皆様お誘い

合わせの上、ご来場

くださいますようよ

ろしくお願いします。

ＣＨリーダー 佐藤

コミュニティホームを開設します

送迎に関した話し合いをしました

新運動公園造成ため、
道路側の木の伐採等

が行われています。

近くにお住まいの皆

様には騒音等で大変ご

迷惑をおかけしていま

す。

ご協力ありがとうござ

います。
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日 曜日 ６月の行事予定表
１ 土 １区福祉会/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

２ 日

３ 月

４ 火 ハンドメイドクラブ/絵手紙教室/男のクッキング

５ 水
福祉委員会/謡曲/フラダンス/写真クラブ/マージャン同好会

ミニテニス

６ 木 習字教室/ミニテニス

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8：30～/低山を登る会/ソフトバレー

９ 日 ＜さつき祭＞ 低山を登る会総会

１０ 月

１１ 火 福祉部会/４区花はなサロン

１２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１３ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

１４ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

１５ 土 わくわくショップ10：30～11：30/４区福祉会/銭太鼓/ソフトバレー

１６ 日 ２区福祉会

１７ 月

１８ 火

１９ 水
謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

☀３区さんさんサロン

２０ 木 ミニテニス

２１ 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

２２ 土 野菜市8：30～/３区福祉会/ソフトバレー

２３ 日 ＜コミュニティホーム内覧会＞

２４ 月 ＜コミュニティホーム開所式＞ うたの会

２５ 火 ハンドメイドクラブ

２６ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２７ 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

２８ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２９ 土 ☀１区西町サロン・２区サロン/ソフトバレー

３０ 日

７月の行事予定

９(火)七夕会【福祉部】

28(日)リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

可燃ごみにも名前又は番地を

必ず明記してください！

これからの季節

は特に、可燃ごみ

の取り残しがあっ

た場合、猫が荒ら

したり、匂いが発

生するなど、近所

の方にも大変迷惑がかかります。

うっかりして収集できない物

を入れることは、誰でもあるこ

とです。そんな時に名前か番地

が記入してあると役立ちます。

家の近くを集積場として提供

してくださっている方々に迷惑

をかけないよう、記名のご協力

をお願いいたします。

リサイクルの日程変更について

先月号の会報「まち」行事予定

に６月23日と記載していましたが、

７月28日(日)に変更になりま

した。

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。

さつき祭のお知らせ

６月９日(日)に第６回東西町さ

つき祭を開催します。今年は５月

に全国植樹祭が花回廊で開催され

ましたので、例年より少しずらし

ての開催となりました。実行委員

会や各種団体の方々が力を合わせ

て準備していますので、どうぞご

来場をお願いします。詳細につい

てはチラシをご覧ください。

また、

作品展

への出

展のご

協力も

お願い

します。 第４回さつき祭での
もちづくりのようす




