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会報まち３月
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

ＨＰ： 東西町地域振興協議会 検索

町づくり部員及び福祉部員を募集します

任期：平成26年４月～27年３月(１年間)

人数：若干名

応募締め切り：３月20日(木)

申込先：事務局まで

２月末で近助力アップへの助成事業を終了しまし

た。これまでに、２区４班・３区１班・３区３班・

３区５班・４区１班の５つの班が、近助力アップ事

業に取り組まれました。

日頃からのコミュニ

ケーションで、ご近所

との絆を深め、安心安

全な地域づくりを目指

しましょう。

近助力アップ事業を終了しました

４区１・２班の集積場所(国道180号東町バス停向

い)では、分別ゴミ立当番廃止を試行し８か月が経

過しました。排出物や袋に記名や番地が明記され、

回収残ごみもありません。

もう一箇所の４区３・４・５班においても適正に

排出されていることから、４区第一設計様向いの集

積場所でも、３月から分別ごみ立当番廃止に向けて

試行することになりました。回収残ごみの対応につ

いては「クリーンサポーター」にお願いすることに

しています。

今後、全区での

立当番廃止に向けて、

排出する分別ごみに

は必ず番地又は名前

の明記を徹底するよう

にお願いします。

２月号で広報しました委員の皆さんによって、

５年前に作成した東西町地域づくり計画第１期中

期計画の見直しを行っています。３グループに分

け、「直面する地域課題の改善計画」と「東西町

の中期ビジョン」について、現在までの進捗状況

や現状の把握、そして計画の見直しや新たな課題

の追加などについて、数回の会議の議論を経て決

定していただくようにしています。

見直しが終わりましたら、まとめたものを皆さ

んのお手元にお届けしたいと思います。

４区分別ゴミ立当番を全面廃止へ 地域づくり計画の見直しをしています

求む！協議会役員

生活基盤・暮し環境グループ

地域活動グループ

寒中の立ち当番

立当番廃止に向けて

議論のあった４区区会

健康福祉・交通防犯防災グループ

日 曜日 ３月の行事予定表
1 土 銭太鼓/万寿会軽体操/４区５班/子ども育成会/ソフトバレー

2 日 万寿会/マージャン同好会

3 月

4 火 絵手紙教室/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

5 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

6 木 習字教室/見守り世話人会/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 １区西町サロン/そばの会/ソフトバレー/低山を登る会/１区２班

9 日
＜南部バイパス開通前のフリーウォーキング10：00出発＞

子ども育成会/クリーンウオーク

10 月 ２区サロン

11 火 ４区花はなサロン

12 水 ３区さんさんサロン/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～/銭太鼓/１区４班/３区４班/バレー

16 日 ＜リサイクル9：00～＞  ２区１班

17 月

18 火 福祉委員会

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

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 ＜健康講演会13：30～＞　２区４班

24 月 うたの会/子ども育成会

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

29 土 ソフトバレー

30 日

31 月

４月の行事予定
13 日 東西町地域振興協議会通常総会

14 月 新年度区長・班長会議

28 日 たけのこ掘り体験【青少年育成会】
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防災行政無線がデジタルへ

変更になっています

屋内放送が、２月10日からは、

今までのアナログ放送からデジ

タル放送に切り替わっています。

まだデジタル機器に交換され

ておられない方は放送が聞けな

い状態ですので、早めの交換を

お願いします。

わくわくショップ

●３月のミニギャラリーは、東西

町絵手紙教室講師 加藤哲英さ

んの絵手紙作品を展示します。

●４月は刃物研ぎを行います。

野菜市は３月一杯休みます

４月から始めますのでご利用く

ださい。

ローズちゃん号でごみ袋販売開始

月・木に東西町にやってくるロー

ズちゃん号でも指定ごみ袋の販売

をしていただけることになりまし

た。どうぞご利用ください。

また、他の要望等ありましたら

販売員へ直接か又は、事務局まで

お知らせください。

協議会名簿を発行します

協議会会員名簿に変更等が多数

出ていますので、４年振りに発行

することにいたしました。

会員名簿の記載方法については、

入居順や番地順など班によって異

なりますので、班で決めていただ

きたいと思います。

現在記載してある事柄について、

変更箇所等がありましたら班長ま

でお知らせください。

班長への締め切り：３月31日

班長は変更が有る場合、区長まで

お知らせください。名簿の配布は

５月中に行う予定にしています。

3月1日に鳥取環境大学が「移動販売
車の利用・・・・」アンケートを回収に
回られます。ご協力をお願いします。

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

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

３月は不燃ごみ・不燃粗大ごみの収集はありません
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２月８日に今年で11回目と

なった東西町スキー教室を、

３年前から交流している天津

地域振興協議会と一緒になり

開催しました。今年は、総勢

46名の参加者でした。

①スキー、②スノーボード、

③雪遊びの３つのコースに分け、

更にレベルに合わせたクラス編

成をし、指導者は地域のおじさんや

お姉さん？方にお願いしました。

午後からの集中練習と指導力で、みるみる子ども

達は上達しました。

今年はあいにくの悪天候でしたが、吹雪の中でも

音をあげることも無く、厳しい自然の中で生きる力

も学んだようでした。

指導後は、雪に埋めてある野菜・菓子・日用品等

を目掛けて、参加者全員が猛ダッシュ！の宝探しゲー

ムで楽しみました。

楽しかった 東西町スキー教室

協議会会員名簿の製本作業をおこないます

新年度、協議会会員名簿が発行されるにあたり、遊友くらぶで

製本作業を行うことになりました。手伝ってくださる

方を募集していますのでご協力をお願いします。

代表：松永綾子(4区4班) 電話 66-3822

安全を祈って手づくりマスコットをプレゼント！

東西町の26年度小学校新１年生に贈る

交通安全マスコットを制作しています。

遊友くらぶからのお知らせ

「広報用写真撮影について」と題して岡田昭博さ

ん(元山陰中央新報社記者で南部町市山在住)より、

広報部員及び事務局７名が写真撮影の基礎を学びま

した。

撮影のポイントは

①ピンボケや手ブレのない写真を撮るために三脚

を使う。三脚が無い時は、静止した物の上にカメ

ラを置いて撮る。

②フォーカスロッ

クを使って写す。

③仕上がり写真を

イメージして構

図やカメラアン

グルを決める。

④人物の写真は肩の力を抜いた瞬間を逃さず、少し

斜めからでも良い。

⑤フラッシュを使用の際には逆光に注意。

⑥もう一歩前に出て写す。

実技研修で参加者は、持参したデジカメでお互い

を撮影し、撮った写真をスクリーンに映して、一枚

一枚助言をいただきました。

気がついたときには２時間半も経ち、目からウロ

コの大変有意義な研修会でした。

（広報部：谷口）

写真撮影研修会

スキーの初級コース (来年はリフトに乗れますね)

寒さなんかへっちゃら
雪遊びコース

無事にカエルとの願いを込めて作っています

香典返し・寄付について

４区２班 舩越 様よりご寄付をいただきました。

ありがとうございました。この寄付金は、東西町振

興協議会の活動で使用させていただきます。

フェルトで作った
カエルのマスコット

事務局からのお知らせ

真剣に聴講する部員と事務局
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南部バイパス開通前のフリーウォーキング

いよいよ３月15日(土)から全線開通します。

その前に、のんびりと大山を眺めながらのフリー

ウォーキングを開催します。どうぞみなさんご参

加ください。

日時：３月９日(日)
集合場所：米子市吉谷のバイパス開通地点

出発時間：10：00

受付を行いますので早めにご参集ください

終点：阿賀までの4.2キロ

(お楽しみゲームを行います)

参加料：無料

＊詳細は回覧でお知らせしています

リサイクル活動

日時：３月16日(日）9：00～
回収物：アルミ缶・ダンボール・新聞紙・雑誌

ビンやスチール缶は回収出来ません

各集積場又はコミセンまで排出をお願いします。

＊高齢の方等は自宅前道路に出してください。

＊詳細は回覧でお知らせします

健康講演会

～認知症のサポーターになりませんか？～

この講座に参加していただくと“認知症サポー

ター”になることができます。

日時：３月23日(日)13：30～
場所：コミュニティセンター

講演：「認知症の理解と対応について」

講師：藪中富子 氏

参加申し込み：不要

＊詳細は回覧でお知らせします

行事のお知らせ

３区の方より「朝、外にでてみると玄関から道

路までの雪がきれいにかいてあり驚きました。ど

なたがされたのかわかりませんがとても感謝して

います。ありがとうございました。」と、事務所

までお礼にこられました。たいへん嬉しい出来事

でした。

また、４区では周辺の方々が協力してバス停ま

での道を除雪されている姿がありました。

ありがとうございます。

感謝の言葉が届きました

２月22日(土)東西町伝達料理教室へ参加しました。

今回は「～毎日プラス１皿の野菜料理を！～」と、

塩分控え目で野菜の旨味を活かした料理を教えてい

ただきました。

トマトとレタスを使ったチャーハンは、アクセン

トに山椒が使ってありました。鶏肉のカリカリ焼き

は、フライパンであっという間に出来、たっぷりの

生野菜の上に盛りつけていただきました。ここでも

ゆず山椒が減塩のための隠し味に使われていました。

キャベツの中華スープも鶏ガラスープを使い、これ

また簡単！参加者は皆ベラン主婦、さすがに手早く

短時間の調理で出来上がり、その後、試食を行いま

した。

いつもの見慣れている材料でこんなに美味しい料

理が出来るなんて。我が家でも塩分控え目を考えな

がら、野菜を沢山使ったおいしい料理を作りたいと

思います。

試食後は、ノロウイルスについて、予防法や嘔吐

物の処理方法等の話も聞きました。

お世話を

してくださっ

た食生活改

善推進委員

の皆さんあ

りがとうご

ざいました。

参加者 Ｉ

伝達料理教室

習字教室会員募集！！

活動日：毎月３回 第１.２.４(木曜日)

時 間：16：00～17：00

場 所：コミュニティセンター

内 容：硬筆（主に１年生）、習字の基礎

指導者：片山公恵さん(１区４班)

会 費：1,000円／月

申し込み・問い合わせ：電話66－3739 神田(夜)

準備品：最初は習字セットをお持ちでなくても始

められます。家の人が使っておられた習字

道具などでも良いですよ。

小学低・中学年向けの習字教室です

楽しく、「書」に親しみませんか！

ベテラン主婦の参加者
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での道を除雪されている姿がありました。

ありがとうございます。

感謝の言葉が届きました

２月22日(土)東西町伝達料理教室へ参加しました。

今回は「～毎日プラス１皿の野菜料理を！～」と、

塩分控え目で野菜の旨味を活かした料理を教えてい

ただきました。

トマトとレタスを使ったチャーハンは、アクセン

トに山椒が使ってありました。鶏肉のカリカリ焼き

は、フライパンであっという間に出来、たっぷりの

生野菜の上に盛りつけていただきました。ここでも

ゆず山椒が減塩のための隠し味に使われていました。

キャベツの中華スープも鶏ガラスープを使い、これ

また簡単！参加者は皆ベラン主婦、さすがに手早く

短時間の調理で出来上がり、その後、試食を行いま

した。

いつもの見慣れている材料でこんなに美味しい料

理が出来るなんて。我が家でも塩分控え目を考えな

がら、野菜を沢山使ったおいしい料理を作りたいと

思います。

試食後は、ノロウイルスについて、予防法や嘔吐

物の処理方法等の話も聞きました。

お世話を

してくださっ

た食生活改

善推進委員

の皆さんあ

りがとうご

ざいました。

参加者 Ｉ

伝達料理教室

習字教室会員募集！！

活動日：毎月３回 第１.２.４(木曜日)

時 間：16：00～17：00

場 所：コミュニティセンター

内 容：硬筆（主に１年生）、習字の基礎

指導者：片山公恵さん(１区４班)

会 費：1,000円／月

申し込み・問い合わせ：電話66－3739 神田(夜)

準備品：最初は習字セットをお持ちでなくても始

められます。家の人が使っておられた習字

道具などでも良いですよ。

小学低・中学年向けの習字教室です

楽しく、「書」に親しみませんか！

ベテラン主婦の参加者
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会報まち３月
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

ＨＰ： 東西町地域振興協議会 検索

町づくり部員及び福祉部員を募集します

任期：平成26年４月～27年３月(１年間)

人数：若干名

応募締め切り：３月20日(木)

申込先：事務局まで

２月末で近助力アップへの助成事業を終了しまし

た。これまでに、２区４班・３区１班・３区３班・

３区５班・４区１班の５つの班が、近助力アップ事

業に取り組まれました。

日頃からのコミュニ

ケーションで、ご近所

との絆を深め、安心安

全な地域づくりを目指

しましょう。

近助力アップ事業を終了しました

４区１・２班の集積場所(国道180号東町バス停向

い)では、分別ゴミ立当番廃止を試行し８か月が経

過しました。排出物や袋に記名や番地が明記され、

回収残ごみもありません。

もう一箇所の４区３・４・５班においても適正に

排出されていることから、４区第一設計様向いの集

積場所でも、３月から分別ごみ立当番廃止に向けて

試行することになりました。回収残ごみの対応につ

いては「クリーンサポーター」にお願いすることに

しています。

今後、全区での

立当番廃止に向けて、

排出する分別ごみに

は必ず番地又は名前

の明記を徹底するよう

にお願いします。

２月号で広報しました委員の皆さんによって、

５年前に作成した東西町地域づくり計画第１期中

期計画の見直しを行っています。３グループに分

け、「直面する地域課題の改善計画」と「東西町

の中期ビジョン」について、現在までの進捗状況

や現状の把握、そして計画の見直しや新たな課題

の追加などについて、数回の会議の議論を経て決

定していただくようにしています。

見直しが終わりましたら、まとめたものを皆さ

んのお手元にお届けしたいと思います。

４区分別ゴミ立当番を全面廃止へ 地域づくり計画の見直しをしています

求む！協議会役員

生活基盤・暮し環境グループ

地域活動グループ

寒中の立ち当番

立当番廃止に向けて

議論のあった４区区会

健康福祉・交通防犯防災グループ

日 曜日 ３月の行事予定表
1 土 銭太鼓/万寿会軽体操/４区５班/子ども育成会/ソフトバレー

2 日 万寿会/マージャン同好会

3 月

4 火 絵手紙教室/男のクッキング/ハンドメイドクラブ

5 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

6 木 習字教室/見守り世話人会/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 １区西町サロン/そばの会/ソフトバレー/低山を登る会/１区２班

9 日
＜南部バイパス開通前のフリーウォーキング10：00出発＞

子ども育成会/クリーンウオーク

10 月 ２区サロン

11 火 ４区花はなサロン

12 水 ３区さんさんサロン/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～/銭太鼓/１区４班/３区４班/バレー

16 日 ＜リサイクル9：00～＞  ２区１班

17 月

18 火 福祉委員会

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

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 ＜健康講演会13：30～＞　２区４班

24 月 うたの会/子ども育成会

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

29 土 ソフトバレー

30 日

31 月

４月の行事予定
13 日 東西町地域振興協議会通常総会

14 月 新年度区長・班長会議

28 日 たけのこ掘り体験【青少年育成会】
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防災行政無線がデジタルへ

変更になっています

屋内放送が、２月10日からは、

今までのアナログ放送からデジ

タル放送に切り替わっています。

まだデジタル機器に交換され

ておられない方は放送が聞けな

い状態ですので、早めの交換を

お願いします。

わくわくショップ

●３月のミニギャラリーは、東西

町絵手紙教室講師 加藤哲英さ

んの絵手紙作品を展示します。

●４月は刃物研ぎを行います。

野菜市は３月一杯休みます

４月から始めますのでご利用く

ださい。

ローズちゃん号でごみ袋販売開始

月・木に東西町にやってくるロー

ズちゃん号でも指定ごみ袋の販売

をしていただけることになりまし

た。どうぞご利用ください。

また、他の要望等ありましたら

販売員へ直接か又は、事務局まで

お知らせください。

協議会名簿を発行します

協議会会員名簿に変更等が多数

出ていますので、４年振りに発行

することにいたしました。

会員名簿の記載方法については、

入居順や番地順など班によって異

なりますので、班で決めていただ

きたいと思います。

現在記載してある事柄について、

変更箇所等がありましたら班長ま

でお知らせください。

班長への締め切り：３月31日

班長は変更が有る場合、区長まで

お知らせください。名簿の配布は

５月中に行う予定にしています。

3月1日に鳥取環境大学が「移動販売
車の利用・・・・」アンケートを回収に
回られます。ご協力をお願いします。

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

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

３月は不燃ごみ・不燃粗大ごみの収集はありません


