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積雪が基準以上になった

場合に、歩道等の指定箇所

をボランティア雪かき隊の

皆さまのご協力で除雪をし

ていただいています。

昨年、個人で除雪機を使

用したいと申し入れがあり

ましたので、今年は、どな

たでも使っていただけるよ

うに講習会を開催すること

にしました。

どうぞご参加ください。

日時：12月15日(日)10：00～

場所：東西町地域振興協議会事務所前

ボランティア雪かき隊を募集しています。

基準以上の降雪時に約２時間程度、除雪機を使って

除雪を行なっていただきます。

終了後には、温かい軽食を準備しますので、どう

ぞご協力をお願いします。

ご協力いただける方は、事務局までお知らせください。

除雪機使用講習会を開催します

この時期になると、空き巣や侵入盗による被害の

発生が多くなるようです。

東西町でも昨年11月の日中に、施錠のしていなかっ

たところから入られて被害が発生しました。

ボランティアパトロール隊の皆さんに、施錠の呼

びかけ等のパトロールを行なっていただいています

が、守るのは自分自身です。

とにかく必ず施錠をしましょう。

空き巣・侵入盗に注意！

コミュニティセンター

の防火対象物点検の

特例に係る認定を受

けました。

これは、東西町コ

ミュニティセンター

の防火管理について、

消防計画に添った消

火訓練や施設避難訓

練及び防火自主点検

等の実施を３年間継

続して適正に行なえ

た結果です。

これにより、業者に委託していた点検料等にかか

る費用(年86,100円)の支払いが不要となりました。

今後も、認定を維持する上でも、また、安心な町

づくりを目指すためにも、消火及び防災訓練等に皆

さまの参加をお願いいたします。

防火対象物認定を受けました

町づくりの基本は隣近所であり、“いざ”という

時には、やはり隣や班内での助け合いが重要と考え

ます。そのため、今年度は「近助力」アップを推進

することにしました。期間は、平成26年2月末まで

に実施される班で、班員の７割以上の参加があり、

今まで以上の支え合いを目的とする話し合い等の取

り組みをされると対象になります。

現在までに、３つの班が開催され助成金を受けら

れています。

開催されたある班では、班長宅車庫を会場に予定

時間を大幅に超える

芋煮会が行われ、

「コミュニケーシヨ

ンを醸成する一助と

なった」との報告を

受けました。

「近所力」アップ事業の実施状況

３区３班 芋煮会の様子

除雪ボランティア募集

昨年のようす

日 曜日 １２月の行事予定表
1 日 ＜ふれあい花壇にツリー設置8：00～＞

2 月

3 火 絵手紙教室/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

4 水 １区区会/謡曲/フラダンス/子ども育成会/ミニテニス

5 木 もちづくり実行委員会/習字教室/ミニテニス

6 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操　　　　　　＊【発泡・プラ類】ビン、缶

7 土 子ども銭太鼓同好会/低山を登る会/ソフトバレー

8 日
＜しめ縄づくり講習会9：00～＞

＜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大掃除と利用者及び同好会会議13：30～＞
クリーンウオーク

9 月

10 火 ＜福祉部クリスマス会10：00～＞

11 水 健康フラダンス教室/あみもの同好会/ミニテニス

12 木
町づくり部会/習字教室/マージャン同好会/ミニテニス

用水暗渠工事に関わる説明会：対象２区・３区

13 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

14 土 野菜市8：30～/ソフトバレー

15 日 ＜除雪機使用講習会10：00～＞　マージャン同好会

16 月 うたの会

17 火

18 水 謡曲(交謡会)/フラダンス教室/あみもの同好会/ミニテニス

19 木 ミニテニス

20 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

21 土 わくわくショップ10：30～/銭太鼓同好会/ソフトバレー

22 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞

23 月

24 火 ハンドメイドクラブ

25 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

26 木 習字教室/ミニテニス

27 金 ヨーガ教室 　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊不燃ごみ

28 土 野菜市8：30～/ふれあい花壇ツリー撤去8：00～/ソフトバレー

29 日

30 月

31 火 ＜年越しそばづくり13：00～＞

１月の行事予定
5 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

12 日 初釜と写真撮影会【人づくり部】

19 日 東西町バウンスボール講習会兼区対抗戦【人づくり部】

26 日 救命処置手順講習会【町づくり部】
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路上駐車は止めてください

交通事故の要因や除雪の妨げ

になる路上駐車は止めてくださ

い。軽自動車でも長時間路上駐

車をすると違反となります。宅

地内に駐車スペースのない場合

は、駐車場を借りる等の対応を

お願いします。駐車場にお困り

の方は協議会へ相談ください。

研修会のため

事務所が休みとなります

日程：12月4日(水) 終日

南部町地域振興協議会合同研修

会のため、事務所を終日閉めるこ

とになります。ご迷惑をおかけい

たしますが、ご理解をお願いしま

す。

なお、緊急を要する場合は、事

務所玄関に掲示してある連絡先へ

おかけください。

東西町の可燃ごみの

収集について

東西町は、12月30日(月)が年内

最後の収集日となります。

新年は、１月６日(月)から始ま

ります。

●袋には必ず番地又は氏名を

記入してください。

勇気を出して！

勇気を出してちょっと助けてっ

と言ってみませんか？

郵便ポストがなくなった等・・・

「いろいろ不便になって困るわ」・・

「なんとかして欲しい」と、言う

訴えがあります。が、こんな時に

こそ、ご近所同士で出来ること

であれば、「ちょっとこれお願

い！」と助けを求めてみましょう。

不便になったことは新たな何か

が生まれるチャンスです。「お互

い様」の心で、ちょっとしたこと

の手助け合いをしましょう。

東西町地域振興協議会
事務局の年末年始について

仕事納め：12月27日(金)
仕事始め：１月６日(月)

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

行
事
の
詳
細
に
つ
い
て

３
頁
に
載
せ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
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・・・・・会報「まち」配布について・・・・・

毎月発行している会報「まち」を、今までは折り

機にかけ、見開きで配布をしていましたが、諸事情

のため、先月からＡ３の１枚もので配布をしてもらっ

ています。ご理解をいただきますようお願いします。

・・・・・・・配本ステーション・・・・・・・

南部町図書館が、つどい内に配本ステーションを

設置し、協議会が本の貸し出しを行なっています。

本の入れ替えは、２ヶ月に１回、偶数月の月末に

行われます。

取り寄せ等の対応もされますので、どうぞご利用

ください。

・・・・・・視察の受け入れをしました・・・・・・

・・・・・・・事業・会計中間監査・・・・・・・

事務局から

10月27日(日)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。

佐藤部長をはじめ福祉部員他15名が参加し、僅

か２時間程で、220食の焼きそばが完売となりまし

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３日(日)健康

増進を目的として、

法勝寺にある総合福

祉センター「しあわ

せ」まで、東西町健

康ウォーキングを行

いました。

小雨の降る中でしたが、参加者18名がコミュニティ

センターを出発し、栗やアケビの実る小道坂を抜け、

坂根集落から法勝寺土手6.5キロのウォーキングを

楽しみました。目的地到着後にしあわせ指導員によ

る約20分間のストレッチで身体をほぐした後、美味

しい昼食をいただきました。

帰路は路線バスを利用しましたが、健脚者５名は

ウォーキングで帰宅されました。

健康増進委員 長谷川雅之(２区３班)

東西町健康ウォーキング

今年も見事運動会の応援で、優勝を獲得した４区

の皆さんが、コミュニティセンターで鍋を囲んだ和

気あいあいの慰労会をされました。

16名が参加され、大いに盛り上がり、安心な町づ

くりに向け

て、より一

層の団結が

できたよう

です。

運動会応援団の慰労会を開催

運動会の最大の効果です

雨の中、行なった健康ウォーキング

頑張る福祉部他の皆さん

カメ虫の簡単捕獲方法

今年はカメ虫が大発生しています。

強烈なニオイを持ったカメ虫の簡単捕獲方法を伝受

します。油又は洗剤を１㎝程度入れたペットボトル

で、壁に止まっているカメ虫を捕獲し蓋をするだけ

です。ニオイも感じませんし、ガムテープよりは成

功率も高く簡単です。ただし、傾けすぎると中の液

体がこぼれますので注意してください。

投稿コーナー

11月13日
島根県老人福祉
施設協議会から
22名が来られま
した

11月15日
事業と会計の中間監査
を受けました
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今回は１区１班 細田典昭さん

の登場です。

東西町に住まれたきっかけは？

出身は旧西伯町の山田谷地区で

す。米子市内に住んで居ましたが、

やはり生まれ育った南部町が良かったので、平成

13年３月に越してきました。今は慣れましたが、

初は西町の坂がきつかったです。

ご家族は？

妻と小６の長男、小４の長女、１歳半になる次

女の５人家族です。越してきたときは、長男が生

まれてまだ半年ぐらいの頃で３人家族でしたが、

今では、５人家族となりました。長女は、東西町

子ども銭太鼓に入って頑張っています。

東西町での活動は？

今年から人づくり部員として、さつき祭、夏祭

り、運動会と、愉しく参加させてもらいました。

(餅つきはだんだんきつくなります。)

同じ人づくり部員の船越さん、松本さんとは中

学の同級生です。(これからもよろしく)

まだまだ若手ですので、諸先輩方を見習って地

域を盛り上げていきたいです。

どんな東西町にしていきたいですか？

みんなが安心安全に暮らせ、活気のある町にな

るといいですね。子ども達も元気で愉しみながら

育ってくれることを願っています。

東西町は他の地区に先駆けていろいろな取組を

されていると思います。これからもみなさんと一

緒に頑張っていきたいと思います。

（取材：広報部 土江一史）

東西町のなかまたち No.15 行事のお知らせ

各区で、区会や人権学習会が計画されています。

日頃の生活の課題や人権について話し合う良い機会

ですので、住みよい地域づくりの一助となるよう、

どうぞみなさんお出かけください。

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居入会＞よろしくお願いします。

３区５班 田淵幸人 東町18番

施設の大掃除と利用や活動等についての会議を

行いますので、ご出席をお願いします。

日時：12月８日(日)13：30～15：30

場所：東西町コミュニティセンター

参加要請(ご協力をお願いいたします。)

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用者・各種団体・同好会・教室・

東西町地域振興協議会役員・他

＊掃除用具(雑巾・ほうき等)の数がありませんの

で、持参していただければ助かります。

区会や人権学習会にお出かけ下さい

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大掃除と
利用者及び同好会会議

例年開催していました町のソフトバレーボール大

会が、今年度からバウンスボールに変わります。東

西町でもバウンスボールに変更することにしました。

バウンスボールは簡単で幅広い年齢の方でも楽しめ

るスポーツです。東西町では、１月19日(日)に講

習会兼区対抗戦を行いますので、みなさんご参加く

ださい。

＊詳細につきましては、1月号でお知らせします。

ソフトバレーボールから
バウンスボールへ変更します

自分で打ったそばで年越しをしましょう。

日時：12月31日(火)13：00～15：00

場所：東西町コミュニティセンター

参加料：200円(4～5人前の材料費)

定員：先着20組

準備品：エプロン、マスク、三角巾

申し込みは不要ですが、お早めにお出かけくだ

さい。

年越しそばづくり

お正月飾りに自作のしめ縄はどうですか？

講師の先生に教えていただきます。

日時：12月８日(日) 9：00～11：00

場所：東西町コミュニティセンター

講師：潮 昭弘さん(大国)

準備品：ハサミ

参加料・申し込み：不要です

どなたでも参加できます。

小学生は大人の人と一緒に来てくださいね！

しめ縄づくり講習会
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ご家族は？

妻と小６の長男、小４の長女、１歳半になる次

女の５人家族です。越してきたときは、長男が生

まれてまだ半年ぐらいの頃で３人家族でしたが、

今では、５人家族となりました。長女は、東西町

子ども銭太鼓に入って頑張っています。

東西町での活動は？

今年から人づくり部員として、さつき祭、夏祭

り、運動会と、愉しく参加させてもらいました。

(餅つきはだんだんきつくなります。)

同じ人づくり部員の船越さん、松本さんとは中

学の同級生です。(これからもよろしく)

まだまだ若手ですので、諸先輩方を見習って地

域を盛り上げていきたいです。

どんな東西町にしていきたいですか？

みんなが安心安全に暮らせ、活気のある町にな

るといいですね。子ども達も元気で愉しみながら

育ってくれることを願っています。

東西町は他の地区に先駆けていろいろな取組を

されていると思います。これからもみなさんと一

緒に頑張っていきたいと思います。

（取材：広報部 土江一史）

東西町のなかまたち No.15 行事のお知らせ

各区で、区会や人権学習会が計画されています。

日頃の生活の課題や人権について話し合う良い機会

ですので、住みよい地域づくりの一助となるよう、

どうぞみなさんお出かけください。

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居入会＞よろしくお願いします。

３区５班 田淵幸人 東町18番

施設の大掃除と利用や活動等についての会議を

行いますので、ご出席をお願いします。

日時：12月８日(日)13：30～15：30

場所：東西町コミュニティセンター

参加要請(ご協力をお願いいたします。)

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用者・各種団体・同好会・教室・

東西町地域振興協議会役員・他

＊掃除用具(雑巾・ほうき等)の数がありませんの

で、持参していただければ助かります。

区会や人権学習会にお出かけ下さい

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大掃除と
利用者及び同好会会議

例年開催していました町のソフトバレーボール大

会が、今年度からバウンスボールに変わります。東

西町でもバウンスボールに変更することにしました。

バウンスボールは簡単で幅広い年齢の方でも楽しめ

るスポーツです。東西町では、１月19日(日)に講

習会兼区対抗戦を行いますので、みなさんご参加く

ださい。

＊詳細につきましては、1月号でお知らせします。

ソフトバレーボールから
バウンスボールへ変更します

自分で打ったそばで年越しをしましょう。

日時：12月31日(火)13：00～15：00

場所：東西町コミュニティセンター

参加料：200円(4～5人前の材料費)

定員：先着20組

準備品：エプロン、マスク、三角巾

申し込みは不要ですが、お早めにお出かけくだ

さい。

年越しそばづくり

お正月飾りに自作のしめ縄はどうですか？

講師の先生に教えていただきます。

日時：12月８日(日) 9：00～11：00

場所：東西町コミュニティセンター

講師：潮 昭弘さん(大国)

準備品：ハサミ

参加料・申し込み：不要です

どなたでも参加できます。

小学生は大人の人と一緒に来てくださいね！

しめ縄づくり講習会
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積雪が基準以上になった

場合に、歩道等の指定箇所

をボランティア雪かき隊の

皆さまのご協力で除雪をし

ていただいています。

昨年、個人で除雪機を使

用したいと申し入れがあり

ましたので、今年は、どな

たでも使っていただけるよ

うに講習会を開催すること

にしました。

どうぞご参加ください。

日時：12月15日(日)10：00～

場所：東西町地域振興協議会事務所前

ボランティア雪かき隊を募集しています。

基準以上の降雪時に約２時間程度、除雪機を使って

除雪を行なっていただきます。

終了後には、温かい軽食を準備しますので、どう

ぞご協力をお願いします。

ご協力いただける方は、事務局までお知らせください。

除雪機使用講習会を開催します

この時期になると、空き巣や侵入盗による被害の

発生が多くなるようです。

東西町でも昨年11月の日中に、施錠のしていなかっ

たところから入られて被害が発生しました。

ボランティアパトロール隊の皆さんに、施錠の呼

びかけ等のパトロールを行なっていただいています

が、守るのは自分自身です。

とにかく必ず施錠をしましょう。

空き巣・侵入盗に注意！

コミュニティセンター

の防火対象物点検の

特例に係る認定を受

けました。

これは、東西町コ

ミュニティセンター

の防火管理について、

消防計画に添った消

火訓練や施設避難訓

練及び防火自主点検

等の実施を３年間継

続して適正に行なえ

た結果です。

これにより、業者に委託していた点検料等にかか

る費用(年86,100円)の支払いが不要となりました。

今後も、認定を維持する上でも、また、安心な町

づくりを目指すためにも、消火及び防災訓練等に皆

さまの参加をお願いいたします。

防火対象物認定を受けました

町づくりの基本は隣近所であり、“いざ”という

時には、やはり隣や班内での助け合いが重要と考え

ます。そのため、今年度は「近助力」アップを推進

することにしました。期間は、平成26年2月末まで

に実施される班で、班員の７割以上の参加があり、

今まで以上の支え合いを目的とする話し合い等の取

り組みをされると対象になります。

現在までに、３つの班が開催され助成金を受けら

れています。

開催されたある班では、班長宅車庫を会場に予定

時間を大幅に超える

芋煮会が行われ、

「コミュニケーシヨ

ンを醸成する一助と

なった」との報告を

受けました。

「近所力」アップ事業の実施状況

３区３班 芋煮会の様子

除雪ボランティア募集

昨年のようす

日 曜日 １２月の行事予定表
1 日 ＜ふれあい花壇にツリー設置8：00～＞

2 月

3 火 絵手紙教室/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

4 水 １区区会/謡曲/フラダンス/子ども育成会/ミニテニス

5 木 もちづくり実行委員会/習字教室/ミニテニス

6 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操　　　　　　＊【発泡・プラ類】ビン、缶

7 土 子ども銭太鼓同好会/低山を登る会/ソフトバレー

8 日
＜しめ縄づくり講習会9：00～＞

＜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大掃除と利用者及び同好会会議13：30～＞
クリーンウオーク

9 月

10 火 ＜福祉部クリスマス会10：00～＞

11 水 健康フラダンス教室/あみもの同好会/ミニテニス

12 木
町づくり部会/習字教室/マージャン同好会/ミニテニス

用水暗渠工事に関わる説明会：対象２区・３区

13 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

14 土 野菜市8：30～/ソフトバレー

15 日 ＜除雪機使用講習会10：00～＞　マージャン同好会

16 月 うたの会

17 火

18 水 謡曲(交謡会)/フラダンス教室/あみもの同好会/ミニテニス

19 木 ミニテニス

20 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

21 土 わくわくショップ10：30～/銭太鼓同好会/ソフトバレー

22 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞

23 月

24 火 ハンドメイドクラブ

25 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

26 木 習字教室/ミニテニス

27 金 ヨーガ教室 　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊不燃ごみ

28 土 野菜市8：30～/ふれあい花壇ツリー撤去8：00～/ソフトバレー

29 日

30 月

31 火 ＜年越しそばづくり13：00～＞

１月の行事予定
5 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

12 日 初釜と写真撮影会【人づくり部】

19 日 東西町バウンスボール講習会兼区対抗戦【人づくり部】

26 日 救命処置手順講習会【町づくり部】
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路上駐車は止めてください

交通事故の要因や除雪の妨げ

になる路上駐車は止めてくださ

い。軽自動車でも長時間路上駐

車をすると違反となります。宅

地内に駐車スペースのない場合

は、駐車場を借りる等の対応を

お願いします。駐車場にお困り

の方は協議会へ相談ください。

研修会のため

事務所が休みとなります

日程：12月4日(水) 終日

南部町地域振興協議会合同研修

会のため、事務所を終日閉めるこ

とになります。ご迷惑をおかけい

たしますが、ご理解をお願いしま

す。

なお、緊急を要する場合は、事

務所玄関に掲示してある連絡先へ

おかけください。

東西町の可燃ごみの

収集について

東西町は、12月30日(月)が年内

最後の収集日となります。

新年は、１月６日(月)から始ま

ります。

●袋には必ず番地又は氏名を

記入してください。

勇気を出して！

勇気を出してちょっと助けてっ

と言ってみませんか？

郵便ポストがなくなった等・・・

「いろいろ不便になって困るわ」・・

「なんとかして欲しい」と、言う

訴えがあります。が、こんな時に

こそ、ご近所同士で出来ること

であれば、「ちょっとこれお願

い！」と助けを求めてみましょう。

不便になったことは新たな何か

が生まれるチャンスです。「お互

い様」の心で、ちょっとしたこと

の手助け合いをしましょう。

東西町地域振興協議会
事務局の年末年始について

仕事納め：12月27日(金)
仕事始め：１月６日(月)

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

行
事
の
詳
細
に
つ
い
て

３
頁
に
載
せ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い


