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会報まち10月
東西町地域振興協議会 TEL(FAX兼)66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

ホームページ：東西町地域振興協議会

９月１日の防災の日に合わせて行うのは今年で３

回目になる避難訓練を、今回は不定時刻で行いまし

た。昨年９月に行った鳥取県危機管理局防災課によ

る「防災ワークショップ」でのアドバイスに基づい

て、避難経路・避難方法・避難済み家の周知方法・

奥堤池の水位確認・避難者受付名簿の記入等につい

て、この度の訓練で実践しました。避難所のコミュ

ニティセンターで

は、日曜日であっ

たため、区長には

避難者の受付、理

事は土のう作りを

担当してもらいま

した。不定時刻ではありま

したが、127名が避難経路

を確認しながら避難して来

られました。

また、県の防災課から提供

を受けた非常食の試食や防災グッズの確認等も行なっ

ていただきました。

災害は何時起こ

るかわかりません、

日頃から災害発生

時の対応について、

ご家族でも話し合っ

て下さい。

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、先般は私

にとっては２回目の敬老会参加と相成り、誠にあ

りがとうございました。

先輩方等、参加された73名のみなさんのなつか

しい顔に出逢えて、本当に嬉しい１日でした。

たくさんいただいたお祝いの言葉や、スタッフ

のみなさんの行き届いた配慮を心の中に大切に残

してまいります。

入居して38年、住んで良かったと、ここでも実

感いたしました。これからも１日でも長く元気で

地域のみなさんと係わりたいと思います。

２区４班 遠藤 明

平成25年度 東西町地区敬老会開催

土砂災害想定避難訓練に127名が参加

手分けして土のうづくり
次々と避難所で受付をする方々

玄関にかかった
避難済みの表示

陶山副町長に祝辞
をいただきました

みごとな皿回し

米子風車の会による踊りと皿回し元気にご出席いただいたみなさん

みんなで乾杯！！

苔玉でも
お・も・て・な・し

日 曜日 １０月の行事予定表
1 火 絵手紙教室/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

2 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

3 木 習字教室/マージャン同好会/ミニテニス

4 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室　　　　　　　　　　＊【発泡・プラ類】ビン、缶

5 土 ＜干支づくり＞ 子ども銭太鼓同好会/万寿会/ソフトバレー

6 日 マージャン同好会

7 月 万寿会

8 火 ４区花はなサロン

9 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

10 木 あみもの/習字教室/万寿会/ミニテニス

11 金 ＜運動会２日前会議19：30～ｺﾐｾﾝ＞　笑いヨガ

12 土 野菜市8：30～/そばの会/ソフトバレー

13 日 ＜東西町地区運動会：ふるさと交流センター＞

14 月

15 火

16 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

17 木 ２区サロン/ミニテニス

18 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

19 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

20 日 ＜一斉清掃＞　緑水湖マラソン

21 月

22 火 ＜大山町から視察＞　ハンドメイドクラブ

23 水 ＜料理講習会＞　健康フラダンス教室/ミニテニス

24 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

25 金 ヨーガ教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊不燃ごみ

26 土 野菜市8：30～/ソフトバレー

27 日 ＜ボランティアフェステｲバル＞

28 月 うたの会

29 火

30 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

31 木 ミニテニス

11月の行事予定
3 日 健康ウオーキング【福祉部：健康増進委員会】

24 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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秋の一斉清掃について

日時：10月20日(日)8：00～

宅地の周辺や側溝、供用スペー

ス等の清掃のご協力をお願いしま

す。

また、東西町内に所有地や管理

地のある方も、日頃から剪定や清

掃等の手入れをお願いします。

なお、宅地、所有地、管理地、

空き地の草木等の回収は行いませ

ん。

ごみ排出の際に

車の接触事故がありました

ごみ集積場周辺の皆さまには、

集積場設置についてご理解をい

ただき深く感謝しているところ

です。ところが、９月に、ごみ

を排出するために停車した車と、

集積場近くの方が、駐車場から

車で出ようとした際、接触する

という事案が発生しました。

今後、このようなことがない

様にするため、できる限り徒歩

での排出をお願いします。また、

家の出入り口付近の駐停車はし

ないようにお願いします。

東西町地区運動会

日程：10月13日(日)

場所：ふるさと交流センターグラウンド
(雨天時)交流センター体育館

安心安全な町づくりにつなげる、ふれ
あいの１日にしましょう。

選手集めに回られますのでご協

力をお願いします。

駐車場に限りがあります。送迎

用のシャトルバスを準備しますの

で、ご利用ください。

(運行予定表はプログラムと一緒に配
布いたします。)

来場者全員参加の種目もありま

すので、た

くさんの皆

さまのご来

場をお願い

します。

区ごとの打ち合わの様子
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９月８日(日)、つどいで夏休みみんなでラジオ

体操の表彰式を行いました。あいにくの雨模様で

出席者が少ないのではと思っていましたが、赤ちゃ

んから敬老会対象の方等30名程が出席されました。

原会長から皆勤賞と、１日欠席の努力賞の表彰

を受けました。今年も、賞状の受け取り方や、靴

の揃え方等を習いました。

９月16日に子どもみこしがありました。

みこしをかつごうとはりきってコミュニティセン

ターに行きました。じゅんびをしていると、急に

おみきつぎがかりをたのまれて、びっくりしまし

た。どんなことをするのかドキドキでした。門脇

倖ちゃんと２人ですることになりました。倖ちゃ

んがお酒をついで、私は、さかずきとイリコがのっ

た四角いおぼんを持ちました。さかずきが落ちな

いようにおぼんをまっすぐに持つのがたいへんだっ

たけど、道路に出ている人に、イリコを食べても

らったのがうれしかったです。休けい所では、た

くさんのおやつやジュースがあって、私は、たい

やきとアイスクリームを食べました。四季からは

みこしをかつぎました。神社にあがると、ハッピ

と交かんにおかしをもらいました。とみくじをし

てからコミュニティセンターに帰って、やきそば

や、やき肉を食べました。とっても楽しかったで

す。来年は、さいしょからみこしをかつぎたいと

思います。 西伯小４年 (4-5)松本華穂

ラジオ体操表彰式

きちんとていねいに賞状を受け取ることができました

賑やかに「子どもみこし」

９月22日に中学生のお楽しみ会でボーリングを楽

しみました。

中学生とその姉弟たちと、今回は青少年育成会か

ら松岡さんや高塚さんのお２人にも参加していただ

き交流を深めました。

ストライクが出る度に歓声が聞こえ、とても和や

かな雰囲気でした。

ボーリングの後には、食事(焼き肉バイキング)に

みんなで行き、それぞれが好きな物を食べ、帰る時

には「もう～お腹いっぱい～」と満足そうな顔が見

られました。 中学育成会 (2-1)吉村恵子

中学育成会お楽しみ会

タオルの寄付について(お礼)

災害等が起きた場合、避難所で使用するためのタオルの寄付を先月号の「まち」で呼びかけ

をしましたところ、早速にたくさんのタオルのご寄付がありました。ありがとうございました。

休憩所での楽しみは・・・・・・
頑張るお神酒つぎ係

本みこしも出ました

四季に向かってもう一頑張り！

ボーリングの後は焼き肉に舌鼓

カッコイイネ！
ボールの行方は？・・
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10月19日(土)刃物研ぎをおこないます

わくわくｼｮｯﾌﾟ：(毎月第３土曜日)10：30～11：30

マイバッグや小銭をご準備ください。

●刃物とぎ受付は8：00からです

(数に制限がありますのでお早めにお持ちください。)

１０月のわくわくショップ

今月はグレーシー東町にお住いの

田部道乃さん（２区５班）です。

出身地は？

米子ですが、父親の転勤で中国

５県を転々としていました。実際、米子に帰って

きたのは26歳ぐらいの時でした。

東西町に来られたのは？

入居は2004年12月です。子どもも保育園に行く

年齢になったことと、私が小さい時、転勤が多かっ

たので、１ヶ所に住みたいという思いがありまし

た。最初は米子市内でマンションを探していたの

ですが、こちらの方が価格も広さも条件が良かっ

たので決めました。

最近、うれしいことがありましたか？

今年の植樹祭で息子(小学６年生)が天皇陛下の

御手植のお手伝いをした事です。

最近、夢中になっていることは？

今は特にはありませんが、時間に余裕が出来た

ら、笛の会に入ってみたいというか、やってみた

いと思います。

今後、東西町への思いを教えてください。

子どもとお年寄りの共生生活を夢見ています。

東西町をあいさつと笑顔のあふれるまちにしたい

ですね。 （取材：広報部長 国本雄二）

東西町のなかまたち No.13

今回は生涯骨太クッキング講習会です

主催：食生活改善推進委員会

日時：平成25年10月23日(水)10：00～13：00

場所：東西町コミュニティセンター

参加料：200円

準備品：エプロン、三角巾、マスク、ハンカチ

申し込み：10月16日(水)までに

協議会事務所へ申し

込んでください。

料理講習会

行事の案内・お知らせ

南部町教育委員会からのお知らせです

～今、蘇る弥生・古墳時代の南部町～と題し、国

道180号バイパス工事で発掘された南部町の遺跡調

査報告会が開催されます。

日時：平成25年10月8日(火) 13：30～15：00

場所：南部町公民館 富有まんてんホール

(天萬庁舎内３階)

講師：浜野ひろみさん

(米子市埋蔵文化財調査室主任調査員)

入場無料です。お誘いあわせてお越しください。

申し込み〆切：10月４日(金) 64－3782

出土した土器等から、当時の

暮らしなどについてわかり

やすく解説されます。

また、実際に土器に触れ

ることができます。

どうぞご来場ください。

バイパス工事遺跡調査報告会

主催：福祉部・健康増進委員会

日程：平成25年11月３日(日)

出発：コミュニティセンター

集合時間：9：30

詳細は後日の回覧でお知らせ

します。

健康ウオーキング

南部町消防団西伯第３分団員として、高柴裕太

さん(４区４班)がその任に就かれることになりま

した。前任の岡野泰成さん(２区１班)には、長い

間お世話になりました。

消防団員に高柴さんが着任されました

水道管漏水工事のため断水となります

日時：10月４日(金)13：00～14：00の間

区域：３区１班・２班・３班・４班
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さん(４区４班)がその任に就かれることになりま

した。前任の岡野泰成さん(２区１班)には、長い

間お世話になりました。

消防団員に高柴さんが着任されました

水道管漏水工事のため断水となります

日時：10月４日(金)13：00～14：00の間

区域：３区１班・２班・３班・４班
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会報まち10月
東西町地域振興協議会 TEL(FAX兼)66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

ホームページ：東西町地域振興協議会

９月１日の防災の日に合わせて行うのは今年で３

回目になる避難訓練を、今回は不定時刻で行いまし

た。昨年９月に行った鳥取県危機管理局防災課によ

る「防災ワークショップ」でのアドバイスに基づい

て、避難経路・避難方法・避難済み家の周知方法・

奥堤池の水位確認・避難者受付名簿の記入等につい

て、この度の訓練で実践しました。避難所のコミュ

ニティセンターで

は、日曜日であっ

たため、区長には

避難者の受付、理

事は土のう作りを

担当してもらいま

した。不定時刻ではありま

したが、127名が避難経路

を確認しながら避難して来

られました。

また、県の防災課から提供

を受けた非常食の試食や防災グッズの確認等も行なっ

ていただきました。

災害は何時起こ

るかわかりません、

日頃から災害発生

時の対応について、

ご家族でも話し合っ

て下さい。

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、先般は私

にとっては２回目の敬老会参加と相成り、誠にあ

りがとうございました。

先輩方等、参加された73名のみなさんのなつか

しい顔に出逢えて、本当に嬉しい１日でした。

たくさんいただいたお祝いの言葉や、スタッフ

のみなさんの行き届いた配慮を心の中に大切に残

してまいります。

入居して38年、住んで良かったと、ここでも実

感いたしました。これからも１日でも長く元気で

地域のみなさんと係わりたいと思います。

２区４班 遠藤 明

平成25年度 東西町地区敬老会開催

土砂災害想定避難訓練に127名が参加

手分けして土のうづくり
次々と避難所で受付をする方々

玄関にかかった
避難済みの表示

陶山副町長に祝辞
をいただきました

みごとな皿回し

米子風車の会による踊りと皿回し元気にご出席いただいたみなさん

みんなで乾杯！！

苔玉でも
お・も・て・な・し

日 曜日 １０月の行事予定表
1 火 絵手紙教室/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

2 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

3 木 習字教室/マージャン同好会/ミニテニス

4 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室　　　　　　　　　　＊【発泡・プラ類】ビン、缶

5 土 ＜干支づくり＞ 子ども銭太鼓同好会/万寿会/ソフトバレー

6 日 マージャン同好会

7 月 万寿会

8 火 ４区花はなサロン

9 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

10 木 あみもの/習字教室/万寿会/ミニテニス

11 金 ＜運動会２日前会議19：30～ｺﾐｾﾝ＞　笑いヨガ

12 土 野菜市8：30～/そばの会/ソフトバレー

13 日 ＜東西町地区運動会：ふるさと交流センター＞

14 月

15 火

16 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

17 木 ２区サロン/ミニテニス

18 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

19 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

20 日 ＜一斉清掃＞　緑水湖マラソン

21 月

22 火 ＜大山町から視察＞　ハンドメイドクラブ

23 水 ＜料理講習会＞　健康フラダンス教室/ミニテニス

24 木 あみもの同好会/習字教室/ミニテニス

25 金 ヨーガ教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊不燃ごみ

26 土 野菜市8：30～/ソフトバレー

27 日 ＜ボランティアフェステｲバル＞

28 月 うたの会

29 火

30 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

31 木 ミニテニス

11月の行事予定
3 日 健康ウオーキング【福祉部：健康増進委員会】

24 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】
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秋の一斉清掃について

日時：10月20日(日)8：00～

宅地の周辺や側溝、供用スペー

ス等の清掃のご協力をお願いしま

す。

また、東西町内に所有地や管理

地のある方も、日頃から剪定や清

掃等の手入れをお願いします。

なお、宅地、所有地、管理地、

空き地の草木等の回収は行いませ

ん。

ごみ排出の際に

車の接触事故がありました

ごみ集積場周辺の皆さまには、

集積場設置についてご理解をい

ただき深く感謝しているところ

です。ところが、９月に、ごみ

を排出するために停車した車と、

集積場近くの方が、駐車場から

車で出ようとした際、接触する

という事案が発生しました。

今後、このようなことがない

様にするため、できる限り徒歩

での排出をお願いします。また、

家の出入り口付近の駐停車はし

ないようにお願いします。

東西町地区運動会

日程：10月13日(日)

場所：ふるさと交流センターグラウンド
(雨天時)交流センター体育館

安心安全な町づくりにつなげる、ふれ
あいの１日にしましょう。

選手集めに回られますのでご協

力をお願いします。

駐車場に限りがあります。送迎

用のシャトルバスを準備しますの

で、ご利用ください。

(運行予定表はプログラムと一緒に配
布いたします。)

来場者全員参加の種目もありま

すので、た

くさんの皆

さまのご来

場をお願い

します。

区ごとの打ち合わの様子


