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会報まち４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

地域内を東西に走る中央道路は小学生がバス乗車ま

での通学路であり、放課後児童クラブを利用するもの

を含め、朝夕多くの子ども達が通ります。この道は、

境地区や天万地区から安来方面に最短で抜ける事が出

来るため多くの車輌が通過します。

27年５月の通学路合同点検時に両側歩道のグリーン

ライン化を町に要望していましたところ、この度、完

成しました。

小学生は勿論、運転者

からも歩道がはっきり見

えて良いと好評です。

又、この東町中央道や

４区中央道及び西町中央

道との交差箇所の停止ラ

インとトマレ標示の追加

や塗装が薄くなっている

所の補修を計31ヶ所地区

で行いました。

東町中央道に
グリーンラインが完成

今年も東西町に元気いっぱいピカピカの新1年生が８名誕生しました。「早く学校にもなれて友達をた

くさんつくってね！」

子供達が安心して過ごせるように皆さまの温かい見守りをお願いします。

この４月から、いつまでも元気で過ごすための

体力づくりを目的とした「いきいき100歳体操」

を万寿会とレクトレグループの協力を得て東西町

でも始めることにしました。

週一回続けるだけで、筋力・体力の向上だけで

はなく、長く歩けるようになる、立ち上がりが楽

になるなどの効果が期待できます。又、体操の効

果だけでなく、地域とのつながりや閉じこもり予

防も目的としています。皆様の参加をお待ちして

います。

開催場所はコミセンとつどいです。詳細は全戸

配布しましたチラシを御覧ください。

いきいき100歳体操を東西町でも開始

新１年生です ～よろしくお願いします～
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写真は他地区で開催された100歳体操の様子です歩道のグリーンライン効果で無事故を！

日 曜日 ４月の予定表
1 日 写真

2 月 万寿会役員会

3 火 男のクッキング

4 水 フラダンス/２区サロン(外)

5 木 いきいき100歳体操＆万寿会軽体操/習字

6 金 ４区サロン(外)　　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー/子供会役員会

8 日 マージャン/クリーンウォーク

9 月

10 火

11 水 フラダンス/３区サロン

12 木 習字/ハンドメイド(外)

13 金

14 土 そばの会/ソフトバレー

15 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

16 月 ＜新年度区長・班長会議＞

17 火 いきいき100歳体操/狂犬病予防注射13：30～14：00

18 水 フラダンス

19 木 いきいき100歳体操＆万寿会軽体操/習字

20 金
笑いヨガ/人づくり部会(さつき祭企画会議)
 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

21 土
わくわくショップ10:30～/運営委員会
銭太鼓/ソフトバレー

22 日

23 月 うたの会

24 火 まちの保健室＆いきいき100歳体操

25 水 フラダンス/ハンドメイド

26 木 いきいき100歳体操＆レクトレ/習字

27 金 ＊不燃ごみ

28 土
野菜市8:00頃～
銭太鼓/万寿会役員会/ソフトバレー/低山会

29 日 万寿会総会/写真

30 月

５月の予定
13 日 いちご狩り＆風力発電見学【人づくり部】

15 火 生産者との交流会【町づくり部】

27 月 さつき祭【人づくり部・実行委員会】
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分別ごみ排出時に再確認を！！

分別ゴミの未収集を無く

すために確認をお願いし

ます。

◎スプレー缶

(使い切り、穴を開けて)

➪不燃ごみへ

◎空ビン(ジュース、日本酒、地ビー

ル、一升ビン) ➪ビン類へ

心暖まる報告を受けました

郵便局向かいの山

際に落ち葉入れのか

ごと火ばさみ等を置

いています。

「小学生が数名で

溝の落ち葉をかごに入れていまし

たよ」と、うれしい報告を受けま

した。

野菜市再開

４月は28日(土)

５月から毎月第２・第４(土曜日)

時間：8：00頃から

場所：つどい前

マイバッグと小銭の準備をお願い

します。

季節の野菜を

販売します。

東西町地域振興協議会

通常総会

日程：４月15日(日)

受付が混雑します

●班長受付 8：20～8：40

●一般受付 8：30～8：50

新旧区長・班長は必ずご出席を

お願いします。欠席される方は、

前日までに班長へ委任状を提出く

ださい。班長は当日必ず委任状を

受付時間内に持参ください。

新入居者が増えている東西町で

すが、新たに任に就かれる方に対

しても、お互いさまの気持ちで皆

で助け合っていきましょう。

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります
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３月10日(土)10：00からつどいで着物着付け講習

会を開催しました。予定していた１月13日は、大雪

のため、延期にしていました。

年に１回は虫干しを兼ねて着物を着ましょうと、

着付け講習会を開催しています。

今まではほとんど着させてもらうばかりでしたが、

今回からは自分で着られるようにと、阿部栄子さん

(1-1)の指導で着付けのポイントを学びました。

１時間足らずで着付けが完了し、お楽しみのお出

かけとして、尾高の梅園に行きました。

今回もカメラマンは、ご夫婦で参加された黒一点

のご主人。満開の梅園に着物姿が溶け込みます。

また、一つ

楽しい思い出

が増えました。

着物着付け講習会

３月４日(日)鳥取大学医学部胸部外科分野中村教

授を講師に招きし開催しました。「肺がん最前線～

ここまできた、これからもっと良くなる肺がん治療

のすべて～」をテーマに動画も交え、リアル感のあ

る分りやすい講演でした。現在、鳥取県におけるが

ん死亡者の中で肺がんでの死亡者数は、男性１位、

女性２位と増加しているが、最近の肺がん外科治療

の進歩により、早期の肺がんは90％治るとされてい

ます。肺がんは自覚症状が出た時にはすでに進行し

ており、増殖・浸潤が早く、転移しやすいため、定

期的に検診を受け、早期発見・早期治療に努め、自

分の体は自分で

管理しましょう。

東西町健康講演会

３月11日(日)今年度最後のリサイクルを開催しま

した。

いつものように元気いっぱいの小学生が車で回収

の手伝いに回りました。

保護者は、コミセンの駐車場に回収物を積んだ車

が到着すると、新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ

缶に分けて指定の場所に下ろし、それを業者の方に

引き取ってもらいました。１時間程で終了しました。

子供会や保護者の方々のご協力ありがとうござい

ました。これからも、高齢者等にやさしいリサイク

ル活動を継続していきたいと思います。

入会・退会のお知らせ（敬称略）

＜入会・入居＞

１区２班 青木 良磨 西町153

リサイクル

３月11日(日)東西町子供会歓送迎会を行いました。

子供会では、６年生を見送り、新１年生８人を迎え

ます。

総勢45人の参加者で賑やかに椅子取りゲームなど

をし、お菓子を食べて楽しみました。下級生の面倒

を、よく見てくれた６年生に感謝し、新１年生を

「これから宜しくね！」と迎え入れました。

子ども育成会会長 竹内友夏

子供会歓送迎会

着物を着ると所作も大和撫子に変身よ！

全員参加のイス取りゲームで楽しみました

子供会、保護者と協働しました

真剣に講演を聞く参加者
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小学新１年生反射材装着【福祉部】

初登校の朝、バス停でランドセルに反射材を装着

します。

日 時：４月11日(水)

登校時のバス待ち時間

場 所：乗車バス停（２ヶ所）

東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

日 時：４月15日(日)9：00開会

場 所：コミセン

受付時間：混雑しますので、下記の時間にお願いします

●班長受付 8：20～8：40

(班員の委任状を提出ください)

●一般受付 8：30～8：50

＊靴の間違いがありますので靴袋をご持参ください

新年度区長・班長会議【事務局】

新年度の区長・班長を対象にした会議です。

業務内容を説明いたしますのでご出席をお願いします。

日 時：４月16日(月)19：30～

場 所：コミセン大集会室

いちご狩りと風力発電見学【人づくり部】

社協バスでいちご狩りと風力発電を見学します。

日 時：５月13日(日)

8：30 コミセン集合

場 所：安来市

入園料：１名1,500円(個人負担)

申込み：定員30名(先着順)

交通手段：社協バス

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

総会議案書が事前に必要な方は、事務局に申し込

んでください。

申込み：４月11日(水)まで

お渡し：４月13日(金)15：00～17：00の間に、

協議会事務所でお渡しいたしますので受け取り

にお越し下さい。

東西町の皆さまはじめまして、平成30年４月より

東西町地域振興協議会事務局員として働くことにな

りました１区２班 小飯 弘です。

皆さまのご協力で、美しく安心

して住める町にしたいと思います。

至らない事があると思いますが

何卒宜しくお願いします。

２月24日(土)広島市で厚生労働省老人保健健康推

進事業の一貫として、「地域共生社会実現に向けて」

の報告会が240名の参加者を得て開催されました。

平成12年10月、旧西伯町で初めて開催された「第

１回介護保健推進全国サミット」に参加された厚生

労働省の蒲原事務次官が基調講演をされた後、各地

域の試みとして、東西町から「福祉力のアップは地

域力のアップ～住民組織による高齢者の居場所づく

り～」と題して事例発表をしました。

この報告会の総括コメントで、蒲原事務次官から

東西町の取り組みは、地域共生社会の住民主体の良

いモデルとの言葉を頂きました。

厚生労働省の推進事業で事例紹介

総会議案書の前渡しについて

東西町地域振興協議会
事務局員紹介

小飯 弘(1-2)

東西町の地域力について原会長が発表しました

昨年の総会の様子

新年度がスタートします。東西町は様々なボランティ

アを募集しています。例：「西町の郷」の送迎(月１回)、サ

ポート員、冬季の除雪、青パト(年２回程度)、子供見守り

等など・・・・安全で安心な町づくりに皆さんのお力をお貸

し下さい。
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アを募集しています。例：「西町の郷」の送迎(月１回)、サ

ポート員、冬季の除雪、青パト(年２回程度)、子供見守り

等など・・・・安全で安心な町づくりに皆さんのお力をお貸

し下さい。
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会報まち４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

地域内を東西に走る中央道路は小学生がバス乗車ま

での通学路であり、放課後児童クラブを利用するもの

を含め、朝夕多くの子ども達が通ります。この道は、

境地区や天万地区から安来方面に最短で抜ける事が出

来るため多くの車輌が通過します。

27年５月の通学路合同点検時に両側歩道のグリーン

ライン化を町に要望していましたところ、この度、完

成しました。

小学生は勿論、運転者

からも歩道がはっきり見

えて良いと好評です。

又、この東町中央道や

４区中央道及び西町中央

道との交差箇所の停止ラ

インとトマレ標示の追加

や塗装が薄くなっている

所の補修を計31ヶ所地区

で行いました。

東町中央道に
グリーンラインが完成

今年も東西町に元気いっぱいピカピカの新1年生が８名誕生しました。「早く学校にもなれて友達をた

くさんつくってね！」

子供達が安心して過ごせるように皆さまの温かい見守りをお願いします。

この４月から、いつまでも元気で過ごすための

体力づくりを目的とした「いきいき100歳体操」

を万寿会とレクトレグループの協力を得て東西町

でも始めることにしました。

週一回続けるだけで、筋力・体力の向上だけで

はなく、長く歩けるようになる、立ち上がりが楽

になるなどの効果が期待できます。又、体操の効

果だけでなく、地域とのつながりや閉じこもり予

防も目的としています。皆様の参加をお待ちして

います。

開催場所はコミセンとつどいです。詳細は全戸

配布しましたチラシを御覧ください。

いきいき100歳体操を東西町でも開始

新１年生です ～よろしくお願いします～
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写真は他地区で開催された100歳体操の様子です歩道のグリーンライン効果で無事故を！

日 曜日 ４月の予定表
1 日 写真

2 月 万寿会役員会

3 火 男のクッキング

4 水 フラダンス/２区サロン(外)

5 木 いきいき100歳体操＆万寿会軽体操/習字

6 金 ４区サロン(外)　　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー/子供会役員会

8 日 マージャン/クリーンウォーク

9 月

10 火

11 水 フラダンス/３区サロン

12 木 習字/ハンドメイド(外)

13 金

14 土 そばの会/ソフトバレー

15 日 ＜東西町地域振興協議会通常総会＞

16 月 ＜新年度区長・班長会議＞

17 火 いきいき100歳体操/狂犬病予防注射13：30～14：00

18 水 フラダンス

19 木 いきいき100歳体操＆万寿会軽体操/習字

20 金
笑いヨガ/人づくり部会(さつき祭企画会議)
 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

21 土
わくわくショップ10:30～/運営委員会
銭太鼓/ソフトバレー

22 日

23 月 うたの会

24 火 まちの保健室＆いきいき100歳体操

25 水 フラダンス/ハンドメイド

26 木 いきいき100歳体操＆レクトレ/習字

27 金 ＊不燃ごみ

28 土
野菜市8:00頃～
銭太鼓/万寿会役員会/ソフトバレー/低山会

29 日 万寿会総会/写真

30 月

５月の予定
13 日 いちご狩り＆風力発電見学【人づくり部】

15 火 生産者との交流会【町づくり部】

27 月 さつき祭【人づくり部・実行委員会】
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分別ごみ排出時に再確認を！！

分別ゴミの未収集を無く

すために確認をお願いし

ます。

◎スプレー缶

(使い切り、穴を開けて)

➪不燃ごみへ

◎空ビン(ジュース、日本酒、地ビー

ル、一升ビン) ➪ビン類へ

心暖まる報告を受けました

郵便局向かいの山

際に落ち葉入れのか

ごと火ばさみ等を置

いています。

「小学生が数名で

溝の落ち葉をかごに入れていまし

たよ」と、うれしい報告を受けま

した。

野菜市再開

４月は28日(土)

５月から毎月第２・第４(土曜日)

時間：8：00頃から

場所：つどい前

マイバッグと小銭の準備をお願い

します。

季節の野菜を

販売します。

東西町地域振興協議会

通常総会

日程：４月15日(日)

受付が混雑します

●班長受付 8：20～8：40

●一般受付 8：30～8：50

新旧区長・班長は必ずご出席を

お願いします。欠席される方は、

前日までに班長へ委任状を提出く

ださい。班長は当日必ず委任状を

受付時間内に持参ください。

新入居者が増えている東西町で

すが、新たに任に就かれる方に対

しても、お互いさまの気持ちで皆

で助け合っていきましょう。

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります


