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会報まち１１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

10月9日(日)前日の雨で気になるグラウンドコンディション。雨

雲レーダーの予想を信じグラウンドでの開催を決定。乗車場所を増

やしたこともあってシャトルバスでも多くの方が来場されました。

開会式に先立って交通安全川柳入選の表彰式が行われ、東西町の

４名の方に米子警察署交通第一課長から表彰状が渡されました。

開会宣言、会長あいさつ、来賓あいさつ・・・と、開会式を終え、

早速競技開始。昨年の中学生が企画した「朝食は食べましょう」か

ら始まり、例年どおりに進行。唯一今年から混合で行うことになっ

た「みんなでジャンプ」は綱引き同様の盛り上がりになりました。

転倒しないようにスピードも控えめに注意しながらの熱戦、最大

の敵はすべる芝だったのかも。

結果、総合優勝は、まさかの３区、綱引きは、やはり伝統の１区、

リレーは、無難につないだ３区、応援賞は、練習会を重ねた傘踊り

の４区と、ぶっつけ本番で全員が参加したマスゲームの３区のダブ

ル受賞でした。東西町の運動会は、安全で安心な町にするためのふれ

あいと思いやりがテーマです。朝の駐車場に整然と並んだ車の風景で

始まり、ごみ一つ残さないグラウンドの後片付けまで、さすが東西町

という感想を持った

運動会でした。みな

さんありがとうござ

いました。

第37回 東西町地区大運動会

交通安全川柳の表彰式を行いました

綱引き １区

「朝食を食べましょう」
用具で活躍の中学生男子

万寿会の協力で「チビッコ全員集合」綱引き ３区中学生女子も決勝係で活躍

運動会全体会議に出席の
班長、区長、役員の皆さん

年々参加人数が増える４区傘踊り

「足並みそろえて」 ４区

玉入れ ２区

日 曜日 １１月の予定表
1 火 絵手紙/男のクッキング

2 水 フラダンス/写真/ミニテニス

3 木 謡曲/万寿会軽体操/習字/ダンス/ミニテニス

4 金 ４区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

5 土 銭太鼓/そばの会/歩こう会

6 日

7 月

8 火

9 水 (外)２区サロン/フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

10 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

11 金 笑いヨガ/マージャン

12 土
＜健康ウォーキング＞ 野菜市8:00頃～
銭太鼓/ソフトバレー

13 日 マージャン/クリーンウォーク

14 月

15 火

16 水 フラダンス/ミニテニス

17 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

18 金
(外)３区サロン
　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

19 土
＜手話講座＞ わくわくショップ10:30～
銭太鼓/ソフトバレー/低山会

20 日 ＜リサイクル＞

21 月

22 火 まちの保健室

23 水 ＜役員研修会＞ フラダンス/ミニテニス

24 木 習字/ダンス/ミニテニス

25 金 ＊不燃ごみ

26 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

27 日

28 月 うたの会

29 火

30 水 ハンドメイド/マージャン/ミニテニス

１２月の予定
11 日 コミセン大掃除と会議・消火避難訓練【事務局】

25 祝 歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

31 木 年越しそばづくり【そばの会】
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生ゴミの水切りをお願いします

可燃ごみを排出される時に水切

りをお願いします。

ひどい時は家からごみ集積場ま

で汁がポタポタと下がっているこ

ともあり、悪臭や虫などもたかり

大変迷惑です。しっかりと水を切っ

た後、新聞紙等で包んで袋に入れ

ていただく

ようにお願

いします。

交通事故のキーワード

「夜間・高齢者・横断中」

この３つが交通事故の大半を

占めているようです。これは、

運転する側が注意すればいいと

言うことではなく、事故に巻き

込まれないようにみんなで注意

しましょう。

地震対策は万全ですか？

先月鳥取県中部で震度６弱の地

震が発生しました。西部地震を思

い出された方もおられるのではな

いでしょうか？今一度家具等の地

震対策を確認してください。

Ｌ字金具で壁に固定された戸棚

夜間は特に注意しましょう

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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【一斉清掃】10月２日(日)に行われました。

先ずは328名の方々がラジオ体操をして肩慣

らし。その後で多くの方が力を合わせて、側

溝や宅地周りの清掃作業を行い、東西町全体

が本当にきれいになりました。

【消火栓の操作訓練】４区３班では清掃後、

いざという時のために、皆さんが実際にホー

ス等の連結訓練を行われました。

【道路補修作業】町づくり部では、一斉清掃

と並行して道路の穴の補修９ヶ所を実施。

近所の方も一緒になって「エイ！エイ！」と

打ち硬め作業を行いました。

【環境保全】この一斉清掃時期に合わせ、地

区内にある40ヶ所の不在地主空き地の草刈り

も行っていただきました。

ご協力ありがとうございました。

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２班 戸田静男 東町216

＜退去・退会＞ お世話になりました

１区５班 竹歳一成 西町71

杉村涼子(4-2)

10月22日(土)来年の干支の「酉」の制作に参加し

ました。昨年も「さるぼぼ」づくりに参加し、あま

りの楽しさに90個も作りみなさんにお分けし喜んで

いただきました。

今年は15名が参加者し、阿部先生の指導の元、生

徒も和気藹々と教え合ってとうとう１羽が完成しま

した。

その間、いろいろな方との話も盛り上がり、まる

で笑いヨガの様でした。この酉を「幸せ酉」と名付

け来年の幸せを祈っている所です。帰ってから孫に

「これ何に見える？」と聞くと「トリだがん」の返

事に一安心。コツをつかんだのでこれから材料を購

入して、また作りたいと思います。

この様な会をつくっていただき関係者に対してお

礼を申し上げたいと思います。ありがとうございま

した。そし

て、新しい

方も参加さ

れてみたら

と思いまし

た。

１区１班 高台の中本さん宅向い法面の樹木が伸

び、電線の断線が心配なことや、松くい虫被害の

木は倒木の危険があるのでなんとかして欲しいと

の要望が出ていました。

10月19日(水)町づくり部員とご近所の方も協力

し、みんなで一緒に伐採作業を行いました。

約２時間程かかりましたが、連携良く作業が進

められ

ました。

ご近所の方も一緒になって
木の伐採を行いました

干支づくりに参加して

秋の一斉清掃と道路補修・環境保全

清掃前のラジオ体操

近所の方も小学生も一緒に

消火栓を開けてホースを連結さ
せる訓練を実施

道路の穴補修作業も実施

ご近所の方と一緒に課題を解決しました

手も口もよ～く動きました
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リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日 時：11月20日(日)9：00～10：00頃

※9：00までに指定の場所に搬出してください

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

＊上記以外の物は回収出来ません

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は、自宅前道路に出してください

▲搬出出来る方は、コミセンまでお願いします

ご協力をお願いします

コミセン大掃除と同好会会議・消火避難訓練

【事務局】

日 時：12月11日(日) 9：00～11：30(予定)

場 所：コミセン

対 象：施設利用者、各種団体、同好会、教室、

講座参加者、協議会役員

①大掃除

清掃用具の数が足りませ

んので、持参いただきま

すと助かります

②施設利用について話し合

要望など有りましたら当

日までに皆さんの意見を

まとめておいてください

③消火訓練、避難訓練の実施

●水消火器での消火訓練

●避難訓練(避難誘導の役割分担や人数確認等につ

いて】

代表の方の

参加をお願

いします

行事等のお知らせ どうぞご参加ください

４区の分別ごみ立ち当番廃止に続いて、１区と２

区でも試行的に廃止を行っています。

搬出される時に氏名又は番地を明記していただく

ことはもちろんですが、運搬先が種類別にされるこ

とがありますので、特

に一番最初に搬出され

る方は、ダンボール、

新聞紙、ざつがみ等も

それぞれ間隔を開けて

種類別に置いていただ

くようにお願いします。

分別ごみを搬出する時に注意ください

「広げよう地域の絆、つなげよう心とこころ」を

テーマに、10月23日(日)農業者トレーニングセンター

で恒例の南部町ボランティアフェスティバルが開催

されました。東西町は福祉部を中心として今年も焼

きそばを販売することにいたしました。前日からの

材料仕込みに続いて、当日は９時にコミセン集合。

スタッフ13名の内、男子は焼きそばの焼き担当、

女子はパック詰めと販売担当という役割分担です。

あいにく途中でパラパラと小雨が降り出しました

が、並んで購入された方からも「おいしい」「ちょ

うど良い味加減」と大変好評で、あっという間に完

売となりました。

反省会は「こんな天

気だったのに行列がで

き、忙しかったけど楽

しかった」「手際よく、

スムーズに流れて良かっ

た」「風でパックが飛

ぶので対策が必要」な

どと、来年に向

けて大いに盛り

上がりました。

ボランティアフェスティバル

盛り付けと販売に大忙し 女子担当

焼きはお手のもの 男子担当

作品展に東西町の講座作品を展示します
「組み木細工」と「酉の干支」を展示します

●天津地区文化祭

日時：11月6日(日)10：00～14：30

場所：ふるさと交流センター

●南部町富有の里まつり生涯学習作品展

日時：11月11日(金)～13(日) 9：00～18：00

最終日は9：00～16：00

場所：南部町農業者トレーニングセンター

昨年の大掃除

昨年の消火訓練
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雲レーダーの予想を信じグラウンドでの開催を決定。乗車場所を増

やしたこともあってシャトルバスでも多くの方が来場されました。

開会式に先立って交通安全川柳入選の表彰式が行われ、東西町の

４名の方に米子警察署交通第一課長から表彰状が渡されました。

開会宣言、会長あいさつ、来賓あいさつ・・・と、開会式を終え、

早速競技開始。昨年の中学生が企画した「朝食は食べましょう」か

ら始まり、例年どおりに進行。唯一今年から混合で行うことになっ

た「みんなでジャンプ」は綱引き同様の盛り上がりになりました。

転倒しないようにスピードも控えめに注意しながらの熱戦、最大

の敵はすべる芝だったのかも。

結果、総合優勝は、まさかの３区、綱引きは、やはり伝統の１区、

リレーは、無難につないだ３区、応援賞は、練習会を重ねた傘踊り

の４区と、ぶっつけ本番で全員が参加したマスゲームの３区のダブ

ル受賞でした。東西町の運動会は、安全で安心な町にするためのふれ

あいと思いやりがテーマです。朝の駐車場に整然と並んだ車の風景で

始まり、ごみ一つ残さないグラウンドの後片付けまで、さすが東西町

という感想を持った

運動会でした。みな

さんありがとうござ

いました。

第37回 東西町地区大運動会

交通安全川柳の表彰式を行いました

綱引き １区

「朝食を食べましょう」
用具で活躍の中学生男子

万寿会の協力で「チビッコ全員集合」綱引き ３区中学生女子も決勝係で活躍

運動会全体会議に出席の
班長、区長、役員の皆さん

年々参加人数が増える４区傘踊り

「足並みそろえて」 ４区

玉入れ ２区

日 曜日 １１月の予定表
1 火 絵手紙/男のクッキング

2 水 フラダンス/写真/ミニテニス

3 木 謡曲/万寿会軽体操/習字/ダンス/ミニテニス

4 金 ４区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

5 土 銭太鼓/そばの会/歩こう会

6 日

7 月

8 火

9 水 (外)２区サロン/フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス

10 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

11 金 笑いヨガ/マージャン

12 土
＜健康ウォーキング＞ 野菜市8:00頃～
銭太鼓/ソフトバレー

13 日 マージャン/クリーンウォーク

14 月

15 火

16 水 フラダンス/ミニテニス

17 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

18 金
(外)３区サロン
　　　　　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

19 土
＜手話講座＞ わくわくショップ10:30～
銭太鼓/ソフトバレー/低山会

20 日 ＜リサイクル＞

21 月

22 火 まちの保健室

23 水 ＜役員研修会＞ フラダンス/ミニテニス

24 木 習字/ダンス/ミニテニス

25 金 ＊不燃ごみ

26 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

27 日

28 月 うたの会

29 火

30 水 ハンドメイド/マージャン/ミニテニス

１２月の予定
11 日 コミセン大掃除と会議・消火避難訓練【事務局】

25 祝 歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

31 木 年越しそばづくり【そばの会】
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生ゴミの水切りをお願いします

可燃ごみを排出される時に水切

りをお願いします。

ひどい時は家からごみ集積場ま

で汁がポタポタと下がっているこ

ともあり、悪臭や虫などもたかり

大変迷惑です。しっかりと水を切っ

た後、新聞紙等で包んで袋に入れ

ていただく

ようにお願

いします。

交通事故のキーワード

「夜間・高齢者・横断中」

この３つが交通事故の大半を

占めているようです。これは、

運転する側が注意すればいいと

言うことではなく、事故に巻き

込まれないようにみんなで注意

しましょう。

地震対策は万全ですか？

先月鳥取県中部で震度６弱の地

震が発生しました。西部地震を思

い出された方もおられるのではな

いでしょうか？今一度家具等の地

震対策を確認してください。

Ｌ字金具で壁に固定された戸棚

夜間は特に注意しましょう

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


