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会報まち７月号
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

６月２日(日)一斉清掃が行われ、いつものように開始前には準備運動でラジオ

体操を行ない、一斉に公共場所の清掃をしていただきました。

不在地主の空き地等の草刈りや、はみ出した樹木の剪定等

もほとんどのお宅で事前にしていただき、とてもきれいな東

西町になりました。未実施のお宅や関係者には、再度依頼文

書をお配りしましたので、ご理解をお願いします。皆さまの

ご協力ありがとうございます。

東西町内のホース格納箱や防災庫に消火器が設置されていることもあり、

年２回の一斉清掃時に、西部消防署に指導をしてい

ただき、出張消火器使用講習会を行うことにしまし

た。今回、1区１班の班員の家族全員が参加しやすい

ように高台と下の２箇所に分けて実施しました。

コミセンでも消火訓練を年３回

開催していますが、消火器に初

めて触れたという方や、早速消火器を購入された方もおら

れ、自宅近くで開催したことで、大変成果の出た消火器使

用講習会になりました。

春の一斉清掃

この制度は、交流と健康づくりを目的に東西町地

域振興協議会が対象とした行事や、毎日のウォーキ

ングに参加された場合にポイントを付与し、地域通

貨と交換し行事等で利用できるというものです。

＜参加対象＞東西町地域振興協議会会員

(小学生以上、一部18歳以上限定)

＜ポイント対象行事等＞

日程は会報「まち」でお知らせします。

①つどい及びコミセン100歳体操

②各区サロン

③まちの保健室

④夏休み みんなでラジオ体操

⑤夏祭り

⑥運動会

⑦健康ウォーキング

⑧健康講座

⑨さつき祭

⑩防災訓練

⑪毎日のウォーキング(18歳以上)

ポイントカードは各戸に１枚づつ配布しています。

ご家族の足らないカードは、協議会事務所、コミセ

ン、西町の郷の各玄関前に封筒に入れて置いていま

すのでお取りください。また、ポイント対象行事の

会場でもお渡しいたします。

＜注意事項＞

１．個人カードですので、共用はできません。必ず

氏名を記入してください。

２．カードの紛失等によるポイントの移行はできま

せん。１名１枚です。

３．ポイントは当日の会場での付与のみです。

忘れないように持参ください。

参加して交流してポイントをもらいましょう。

ふれあい健康づくりポイント制度 今月１日から開始

カードの入った封筒

家族総出の一斉清掃

４区１班 以前は側溝の泥
上げに時間がかかっていま

したが、改修され作業終了も

早くなったようです。

２区２班 懇親会の開催

↑
1区１班高台

→
下の通り

写真撮影：町づくり部
内田

出張消火器使用講習会

日 曜日 ７月の予定表
1 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

2 火 男のクッキング

3 水

4 木 習字/籐あみ/万寿会GG

5 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

6 土 銭太鼓/１区・２区・４区サロン/ソフトバレー

7 日 写真/万寿会ゴミ拾い

8 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

9 火

10 水

11 木 習字/ハンドメイド/万寿会GG

12 金 コミセン100体/人づくり部会(夏祭り企画)

13 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

14 日 マージャン

15 月 布とあそぶ/万寿会GG

16 火

17 水 ３区サロン

18 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

19 金
コミセン100体
＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

20 土 わくわくショップ10:30～/低山会

21 日 【参議院選挙】

22 月 つどい100体/うたの会/万寿会GG

23 火 まちの保健室：検診結果説明会

24 水 ＜夏休み みんなでラジオ体操開始～8/12まで＞

25 木 習字/万寿会GG

26 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

27 土 野菜市8:00頃～/夏祭り全体会議/万寿会脳トレ/ソフトバレー

28 日 ＜通報・避難・消火訓練、AED講習会＞

29 月 つどい100体/万寿会GG

30 火

31 水

８月の予定
3 土 親子クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

14 水 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 金 仏様送り【町づくり部】
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災害への準備は

大丈夫ですか！

梅雨入が遅い年は

災害の発生率が高くなる

とも言われています。

今年は梅雨入りが過去で一番遅

く、災害発生に注意しなくてはい

けません。災害を食い止めること

には限界があります。重要なこと

は、どうするかを日頃から考えて

おくことです。ニュース等の情報

を自分ごとと捉えてシュミレーショ

ンをすることも重要です。

土砂災害が発生する前の、普通

とは違う音、匂い等にも注意し、

自分の身は自分で守りましょう。

避難グッズの確認等もしておき

ましょう。

地区内の環境美化で使用できます

協議会の草刈り機は以前から無

料で貸出しをしています。

その他にも高枝切りのこ、チェ

ンソー等もあります。

(事故についての責任は持ちません)

地区内の環境美化についてのみ

貸出しをします。

樹木等は大きくなって手入れが

できなくなる前に剪定や伐採をす

るようにしましょう。

夏祭り出演者・スタッフ募集

８月14日(水)第44回東西町夏祭

りを開催します。

余興へ出演したい方を募集して

います。ご連絡ください。また、

スタッフとして協力していただけ

る方も募集しています。

会議の都合上、７月10日(水)ま

でに事務局へお知らせください。

東西町スポーツ広場

利用予約が入っていますので

この間は使用できません。

日程：7月14日(日)・7月28日(日)

時間：9:00～12:00

＜なんぶっこ
夏休み塾＞
24(水)
25(木)
26(金)
27(土)

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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６月30日に行

われた防災訓練

の中の一つに町

と連携した土の

うづくりがあり、

６月12日にその

打ち合わせ会を

行いました。

今までは２区の機具庫と３区のコミセン北側駐車

場の２箇所に土のう用砂置き場を、設けていました

が、この度、１区と４区にも、直ぐに対応できるよ

うに、１区は西町バス停、４区は東町バス停後ろの

空き地に新設しました。

訓練では土のうの作り方も学んでいただきました。

防災訓練～町との連携～

放課後児童クラブでは、不審者対応等の避難訓

練を行って来ました。避難する時は腰の高さにある

窓を乗り越え、外に簡易な階段を設置していました

が、小学生下学年等が容易に脱出することができな

いとの問題がありました。

長年、町へ掃き出しでき

るドアへの改修を要望して

いましたが、子育て支援課

の担当者から対応できる補

助金があると紹介していた

だき改修することができま

した。これで心配案件が一

つ減り、安全な環境で、児

童の成長を見守ることがで

きるようになりました。

東西町では、福祉・防災の原点でもある見守り活

動を行っています。対象は、65歳以上の独居者や、

80歳以上の高齢者のみの世帯です。見守りを受ける

側の意向を尊重した上で、灯火の確認や窓や障子の

開け閉め等で見守りを行っています。

毎年６月に各区ごとに区長・民生委員・福祉部員・

地域福祉委員、保

健師・社協の担当

者や事務局で、見

守り対象者の見直

しを行いました。

福祉会(見守り対象者の見直し)

一斉清掃の終了とともに班長が、班会議で出た要

望を持ってこられます。

事務局を頼りにしていただき、振興協議会になっ

て良かったと感じています。

一斉清掃の翌日、事務局で要望が出た場所の確認

をしました。そして、区や班で行っていただけるよ

うなことも多くありましたので、その内容を、出さ

れた班長へ回答し

ました。

身近なこと等、

できるだけ班や区

で行っていただき

ますようお願いし

ます。

集会所を緊急時対応のドアに改修

各区に土のう用砂置き場を設置

安否確認協力委員各区リーダー、助言者
の竹田新太郎さん、事務局２名、町の防災

担当者１名での打ち合わせ

安全に避難できるように
なりました

１区福祉会の様子

１区西町バス停待合裏4区1班に入る左側の空き地

要望に対する現地確認

１区砂防ダム確認の様子

車を運転する人は注意してください！
法勝寺川土手から東西町へ帰って来る

時、境部落の旧道に入り、カーブの所

で分かれるようになっています。

東西町に向かう場合は、道路はほぼ直

線のようですが、左折することになります。

(境部落に行くカーブの方が本線です。)

指示器を出さないでスピードを出して突進して

通行する人が多いようです。必ず徐行し左折の指

示器を出してください。

また、東西町から出る時は、境旧道に入る前に

必ず一時停止をしてください。
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生産者との交流会(野草茶づくり)【町づくり部】

日時：7月9日（火）9:00～13:00

場所：日南町農家

参加料：500円(昼食代込)

申し込み：７月５日(金)まで

交通手段：社協キャラバン

夏休み みんなでラジオ体操

【人づくり部】

日程：7月24(水)～8月12日(月)

時間：毎朝7：00～7：15

場所：地区内３ヶ所(どこで参加してもいいです。)

①荒木様宅前(1-1)

②元新宝楽様駐車場(2-4)

③第一設計様事務所前(4-4)

内容：ＣＤでラジオ体操第一、第二を行います。

スタンプカードは会場でお渡しします。

皆勤の方を表彰します。

子供達の安全の見守り等にもご協力をお願いします。

なんぶっこ夏休み塾 東西町教室【事務局】

日時：7月24(水)・25(木)・26(金)・27(土)

8：30～10：00

場所：コミセン

詳細は、西伯小学校で配布されるチラシをご覧い

ただき、西伯小学校へ申込みをお願いします。

通報・避難・消火訓練、ＡＥＤ講習会【事務局】

日時：7月28日（日）9:30～11:30

場所：コミセン

東西町でも、受けていたから素早い対処で助かっ

たという実例もあります。一度受けたから大丈夫で

はありません。班長、協議会役員もご参加ください。

動きやすい服装でお越しください。

親子クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

共催 南部町食生活改善推進協議会

日時：8月3(土)10：00～12:00

場所：コミセン

参加料：１世帯200円

持ち物：エプロン、三角巾、水分補給用お茶等

メニュー：ギョウザピザとサマースープ

申し込み：８月１日(木)までに

健康福祉課 66-5524(担当：村上まで)

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

今年に入ってから会報「まち」でお知らせしてい

ますが、現在、鳥取大学の支援を得て地区の20年、

30年先を見据えた第３期地域づくり計画書作成の準

備を進めています。「持続可能な町」や「帰って来

たくなる町」等にするのが計画書の柱となります。

そのために中学生以上の全住民の方や、学校卒

業等を機会に地区外に住んでおられる40歳代までの

方にも意見を聞くためのアンケートを設計中です。

現時点の予定は下記の通りです。

・アンケートの配布：８月８日(木)

（町文書と一緒に配布します）

・回収期限 ：８月20日(火)頃を目処

尚、同時期に南部町が買い物支援ビジネスモデル

構築のためのアンケートを実施するとのことです。

先月も南部町が防災アンケートを実施したばかり

で、皆様には重ね重ねのアンケート

で大変お手数をおかけして申し訳あ

りません。

全員で作り上げる地域づくりのた

めに、皆様の知恵をお借し下さい。

アンケート協力のお願い

分別ごみの取り残し等でお世話になるクリーンア

ドバイザーをご紹介します。

２区と３区では、未だに分別してないものや、間

違って出されているものが取り残されています。

昨年から２区は高塚章一さん、３区は今年から新

たに細田さんご夫婦にお願いしています。

とても快くお引き受けいただき感謝です。

間違いはだれにでもあることです。搬出する際は

必ず全てに番地か名前を明記しましょう。

記入されてない物に限って分別されてなかったり

することがありますが・・・・・？

家で書き忘れた方は、各区分別ごみ集積場にある

物置にマジックを置いていますので、必ず記入して

ください。

分別ごみクリーンアドバイザー

ポイント
対象

３区４班 細田一雄・田鶴子さん２区２班 高塚章一さん
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申し込み：７月５日(金)まで

交通手段：社協キャラバン

夏休み みんなでラジオ体操

【人づくり部】

日程：7月24(水)～8月12日(月)

時間：毎朝7：00～7：15

場所：地区内３ヶ所(どこで参加してもいいです。)

①荒木様宅前(1-1)

②元新宝楽様駐車場(2-4)

③第一設計様事務所前(4-4)

内容：ＣＤでラジオ体操第一、第二を行います。

スタンプカードは会場でお渡しします。

皆勤の方を表彰します。

子供達の安全の見守り等にもご協力をお願いします。

なんぶっこ夏休み塾 東西町教室【事務局】

日時：7月24(水)・25(木)・26(金)・27(土)

8：30～10：00

場所：コミセン

詳細は、西伯小学校で配布されるチラシをご覧い

ただき、西伯小学校へ申込みをお願いします。

通報・避難・消火訓練、ＡＥＤ講習会【事務局】

日時：7月28日（日）9:30～11:30

場所：コミセン

東西町でも、受けていたから素早い対処で助かっ

たという実例もあります。一度受けたから大丈夫で

はありません。班長、協議会役員もご参加ください。

動きやすい服装でお越しください。

親子クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

共催 南部町食生活改善推進協議会

日時：8月3(土)10：00～12:00

場所：コミセン

参加料：１世帯200円

持ち物：エプロン、三角巾、水分補給用お茶等

メニュー：ギョウザピザとサマースープ

申し込み：８月１日(木)までに

健康福祉課 66-5524(担当：村上まで)

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

今年に入ってから会報「まち」でお知らせしてい

ますが、現在、鳥取大学の支援を得て地区の20年、

30年先を見据えた第３期地域づくり計画書作成の準

備を進めています。「持続可能な町」や「帰って来

たくなる町」等にするのが計画書の柱となります。

そのために中学生以上の全住民の方や、学校卒

業等を機会に地区外に住んでおられる40歳代までの

方にも意見を聞くためのアンケートを設計中です。

現時点の予定は下記の通りです。

・アンケートの配布：８月８日(木)

（町文書と一緒に配布します）

・回収期限 ：８月20日(火)頃を目処

尚、同時期に南部町が買い物支援ビジネスモデル

構築のためのアンケートを実施するとのことです。

先月も南部町が防災アンケートを実施したばかり

で、皆様には重ね重ねのアンケート

で大変お手数をおかけして申し訳あ

りません。

全員で作り上げる地域づくりのた

めに、皆様の知恵をお借し下さい。

アンケート協力のお願い

分別ごみの取り残し等でお世話になるクリーンア

ドバイザーをご紹介します。

２区と３区では、未だに分別してないものや、間

違って出されているものが取り残されています。

昨年から２区は高塚章一さん、３区は今年から新

たに細田さんご夫婦にお願いしています。

とても快くお引き受けいただき感謝です。

間違いはだれにでもあることです。搬出する際は

必ず全てに番地か名前を明記しましょう。

記入されてない物に限って分別されてなかったり

することがありますが・・・・・？

家で書き忘れた方は、各区分別ごみ集積場にある

物置にマジックを置いていますので、必ず記入して

ください。

分別ごみクリーンアドバイザー

ポイント
対象

３区４班 細田一雄・田鶴子さん２区２班 高塚章一さん
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会報まち７月号
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

６月２日(日)一斉清掃が行われ、いつものように開始前には準備運動でラジオ

体操を行ない、一斉に公共場所の清掃をしていただきました。

不在地主の空き地等の草刈りや、はみ出した樹木の剪定等

もほとんどのお宅で事前にしていただき、とてもきれいな東

西町になりました。未実施のお宅や関係者には、再度依頼文

書をお配りしましたので、ご理解をお願いします。皆さまの

ご協力ありがとうございます。

東西町内のホース格納箱や防災庫に消火器が設置されていることもあり、

年２回の一斉清掃時に、西部消防署に指導をしてい

ただき、出張消火器使用講習会を行うことにしまし

た。今回、1区１班の班員の家族全員が参加しやすい

ように高台と下の２箇所に分けて実施しました。

コミセンでも消火訓練を年３回

開催していますが、消火器に初

めて触れたという方や、早速消火器を購入された方もおら

れ、自宅近くで開催したことで、大変成果の出た消火器使

用講習会になりました。

春の一斉清掃

この制度は、交流と健康づくりを目的に東西町地

域振興協議会が対象とした行事や、毎日のウォーキ

ングに参加された場合にポイントを付与し、地域通

貨と交換し行事等で利用できるというものです。

＜参加対象＞東西町地域振興協議会会員

(小学生以上、一部18歳以上限定)

＜ポイント対象行事等＞

日程は会報「まち」でお知らせします。

①つどい及びコミセン100歳体操

②各区サロン

③まちの保健室

④夏休み みんなでラジオ体操

⑤夏祭り

⑥運動会

⑦健康ウォーキング

⑧健康講座

⑨さつき祭

⑩防災訓練

⑪毎日のウォーキング(18歳以上)

ポイントカードは各戸に１枚づつ配布しています。

ご家族の足らないカードは、協議会事務所、コミセ

ン、西町の郷の各玄関前に封筒に入れて置いていま

すのでお取りください。また、ポイント対象行事の

会場でもお渡しいたします。

＜注意事項＞

１．個人カードですので、共用はできません。必ず

氏名を記入してください。

２．カードの紛失等によるポイントの移行はできま

せん。１名１枚です。

３．ポイントは当日の会場での付与のみです。

忘れないように持参ください。

参加して交流してポイントをもらいましょう。

ふれあい健康づくりポイント制度 今月１日から開始

カードの入った封筒

家族総出の一斉清掃

４区１班 以前は側溝の泥
上げに時間がかかっていま

したが、改修され作業終了も

早くなったようです。

２区２班 懇親会の開催

↑
1区１班高台

→
下の通り

写真撮影：町づくり部
内田

出張消火器使用講習会

日 曜日 ７月の予定表
1 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

2 火 男のクッキング

3 水

4 木 習字/籐あみ/万寿会GG

5 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

6 土 銭太鼓/１区・２区・４区サロン/ソフトバレー

7 日 写真/万寿会ゴミ拾い

8 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

9 火

10 水

11 木 習字/ハンドメイド/万寿会GG

12 金 コミセン100体/人づくり部会(夏祭り企画)

13 土 野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

14 日 マージャン

15 月 布とあそぶ/万寿会GG

16 火

17 水 ３区サロン

18 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

19 金
コミセン100体
＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

20 土 わくわくショップ10:30～/低山会

21 日 【参議院選挙】

22 月 つどい100体/うたの会/万寿会GG

23 火 まちの保健室：検診結果説明会

24 水 ＜夏休み みんなでラジオ体操開始～8/12まで＞

25 木 習字/万寿会GG

26 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

27 土 野菜市8:00頃～/夏祭り全体会議/万寿会脳トレ/ソフトバレー

28 日 ＜通報・避難・消火訓練、AED講習会＞

29 月 つどい100体/万寿会GG

30 火

31 水

８月の予定
3 土 親子クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

14 水 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 金 仏様送り【町づくり部】
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災害への準備は

大丈夫ですか！

梅雨入が遅い年は

災害の発生率が高くなる

とも言われています。

今年は梅雨入りが過去で一番遅

く、災害発生に注意しなくてはい

けません。災害を食い止めること

には限界があります。重要なこと

は、どうするかを日頃から考えて

おくことです。ニュース等の情報

を自分ごとと捉えてシュミレーショ

ンをすることも重要です。

土砂災害が発生する前の、普通

とは違う音、匂い等にも注意し、

自分の身は自分で守りましょう。

避難グッズの確認等もしておき

ましょう。

地区内の環境美化で使用できます

協議会の草刈り機は以前から無

料で貸出しをしています。

その他にも高枝切りのこ、チェ

ンソー等もあります。

(事故についての責任は持ちません)

地区内の環境美化についてのみ

貸出しをします。

樹木等は大きくなって手入れが

できなくなる前に剪定や伐採をす

るようにしましょう。

夏祭り出演者・スタッフ募集

８月14日(水)第44回東西町夏祭

りを開催します。

余興へ出演したい方を募集して

います。ご連絡ください。また、

スタッフとして協力していただけ

る方も募集しています。

会議の都合上、７月10日(水)ま

でに事務局へお知らせください。

東西町スポーツ広場

利用予約が入っていますので

この間は使用できません。

日程：7月14日(日)・7月28日(日)

時間：9:00～12:00

＜なんぶっこ
夏休み塾＞
24(水)
25(木)
26(金)
27(土)

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


