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HP： 東西町地域振興協議会 検索

６月30日(日)大雨を想定して町と連携した防災・避難訓

練を実施しました。昨年９月30日、台風24号による豪雨の

際、町へ土のうの要請がたくさん寄せられたのを踏まえ、

地区での土のう作りが町との共通テーマでした。

その内容は①避難訓練：住民の避難行動訓練と安否確認

協力委員・避難所対応委員の行動確認②避難所の開設と避

難者名簿への記入。コミセンと１次避難所としてつどいを開設③区毎での土の

う作りを学ぶ④避難勧告等ガイドライン改定の説明でした。

以前からあった２区(器具庫横)、３区(集会所横)に加え、１区(西町バス停裏)

と４区(4-1東町バス停西側)へも土のう用砂置場をこの日までに設置しましたの

で、４箇所で土のう作りの練習をしました。

６月10日より運用開始となりました、避難勧告等に関するガイドラインの改

定（レベル１からレベル５と警戒区分がレベル化された）について、竹田新太

郎さん(3-4)から説明をしていただきました。そして、参加者やレッドゾーン・

イエローゾーンのお宅にはこのガイドラインを配布しました。大事なことは、

町などからの放送を待つだけでなく、自分で情報を集めできるだけ早く避難

行動を起こすことではないかと思います。

閉会後、安否確認協力委員・避難所対応委員に残っていただき反省会を行

いました。この防災訓練に「鳥大防災ラボ」

の学生５人を連れて、特別に参加された鳥取

大学の教授から「こんなに綿密な計画のもと

で行われている防災・避難訓練は初めて。

素晴らしい」との感想をいただきました。

先月から始まったふれあい健康づくりポイント制度。

早速、100歳体操やまちの保健室、ラジオ体操等、来場さ

れた方のカードに担当者がスタンプを押す風景が見られ

ます。ポイント制度の効果か参加者が多くなったという

報告も聞いています。会場に来て交流することで心身の

健康づくりとポイントもゲットしましょう。どうぞみな

さんお出かけください。

ふれあいと健康づくりでポイントをゲット

町と連携した東西町防災・避難訓練

避難訓練に81名が参加されました

竹田新太郎さんから警戒レ
ベル改定の説明や防災につ
いて話をしていただきました

土のうの作り方を学びました

レッド・イエローゾーンのお宅に
警戒レベル改定のお知らせを配
布準備する委員のみなさん

避難警戒レベルが
数字で表されることになりました

警戒レベル５【災害発生情報】

既に災害が発生している状態です。

命を守るための最善の行動をとってくださ

い。

警戒レベル４【緊急避難情報】

直ちに安全な場所に避難又は移動してくだ

さい。

警戒レベル３【避難準備・高齢者等避難開始情報】

避難に時間のかかる方は早めに安全な場所

に避難をしてください。

避難所はコミュニティセンターです。

１次避難所としてつどいも開設します。
まちの保健室でもポイントを！

ラジオ体操でも
ポイントがもらえ
ます。
４区は世話人が
スタンプ押し

日 曜日 ８月の予定表
1 木 習字/籐あみ/万寿会GG

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

3 土 ＜親子料理教室＞　銭太鼓/ソフトバレー

4 日 写真/万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

6 火 男のクッキング

7 水

8 木 習字/ハンドメイド/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土
＜青少年・各育成会合同お楽しみ親睦会＞
銭太鼓/ソフトバレー

11 日 野菜市8:00頃～/マージャン

12 月 布とあそぶ/万寿会GG

13 火

14 水 ＜夏祭り＞

15 木 習字/笑いヨガ/万寿会GG

16 金
＜仏様送り＞
　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会　＜町民花火大会＞

18 日

19 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

20 火

21 水

22 木 習字/万寿会GG

23 金 コミセン100歳体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

24 土
野菜市8:00頃～　＜ラジオ体操表彰式＞　運営委員会
万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

25 日

26 月 つどい100体/うたの会/万寿会GG

27 火 まちの保健室

28 水

29 木 万寿会GG

30 金 コミセン100体/子どもみこし企画会議

31 土 銭太鼓/ソフトバレー

９月の予定
16 祝 子供みこし【実行委員会】

29 日 秋の一斉清掃【町づくり部】
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命に関わる暑い夏を乗りきるために

やっと梅雨が開け、猛暑が予想

されます。熱中症にならないため

に、１日２リットル程度の水分を

こまめに摂りましょう。(麦茶がお

すすめ)

水分だけではなく塩分も摂りま

しょう。塩分を吸収させるために

は多少の糖分が必要です。

暑さを我慢せずにエアコン等を

利用して、なんとかこの猛暑を乗

り切りましょう。

野菜市

8月11日(日)・24日(土)

8月11日(日) 盆花も販売します

わくわくショップ

８月は休止です

第44回東西町夏祭り開催

日時：８月14日(水)

とみくじと屋台の終了時間が変更

になっています。

17:00～18:30です
３頁をご覧ください

路上駐車は止めましょう
夏休みに入りふるさ

と東西町に帰省され

る方で、人も車も増える

時期です。楽しい休みが事故等

で台無しにならないように、歩

行者や自転車は飛び出しなどし

ないように、また、路上駐車を

しないようにしましょう。

ご協力をお願い

します。

駐車場にお困り

の方は事務局へご

相談ください。

盆の事務業務について

８月13日～16日の間は、夏祭り及び
仏様送り等の準備のため事務業務は
休みます。
緊急時にはコミセン又は、事務所玄関に

掲示してある連絡先にお願いします。

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

盆花も販売します
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青少年育成会が中学生の保護者と一緒に７月20日

から８月21日迄の10日間、４名のグループで21時か

ら夜間の地区内巡回パトロールを行っています。30

年以上続いていて、その成果でしょうか、最近、青

少年の深夜徘徊等の報告はありません。

夏休み夜間巡回パトロール実施中！

東西町夏の風物詩となった夏休み みんなでラジ

オ体操が始まっています。

７月24日(水)～8月12日(月)の間、東西町内の３ヶ

所で毎朝７時から行っています。

今年は、ふれあい健康づくりポイントの対象にも

なっています。どうぞ皆さんラジオ体操でいい汗を

かいて健康づくりをしましょう。

３区１班で懇親会を開催しました！！。

昨年度、今年度と新しく入居者が増えた３区１班。

新入居者やご近所の顔がわかり、またみなさんの交

流が図れる場となるよう６月30日(日)の夜にコミセ

ンにて懇親会を行いました。

残念ながら全員参加ではありませんでしたが、10

軒22名でお弁当を囲んでの気軽な形で行いました。

普段の慌しい生活時間のなかではなかなかゆっく

り顔を合わせたり、話ができる時間が少なくなって

きたなか、近況報告を含めた自己紹介をしたり、お

しゃべりも弾んだり…と１時間半という短い時間で

したがコミュニケーションが深まって盛り上がった

貴重な一時でした。

大人と子どもの有志で始まった卓球対決も盛り上

がっていました！

３区１班

神田

夏休み みんなでラジオ体操

投稿記事

６月30日(日)午後から西伯小学校コミュニティス

クールと東西町青少年育成会合同によるリサイクル

活動が行われました。多くの小学生や保護者の協力

のおかげで短時間で終えることができました。

リサイクル活動

なごやかに開催された懇親会

暑い夏も公園墓
地ではヒンヤリ～

みんな一緒に汗を流しました

異世代交流の卓球対決は？

７月24日～27日の４日間、「なんぶっ子夏休み塾

東西町教室」を開催しました。平成24年から東西町

教室を始めていますので、今年で８年目になります。

高校生を含めて地区の４人の方に指導者としてお世

話になり、20名の児童が参加しました。毎年これに

参加するのが楽しみという児童もおられますので、

今後も続けていきたいと思います。

なんぶっ子夏休み塾東西町教室

涼しいコミセンで夏休みの課題に集中して取り組みます

大人も子どもも一緒に のびのびと～１・２・３・４
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青少年・小・中育成会合同お楽しみ親睦会

【青少年育成会】

東西町青少年育成会・子供育成会・中学育成会及びそ

の家族合同のお楽しみ親睦会を開催します。

日時：８月10日(土) 8:15コミセン集合

行き先：鳴り石の浜(琴浦町)～岩井滝(岡山県)

～奥津温泉～山田養蜂場(ﾊﾁﾐﾂｷｬﾝﾄﾞﾙづくり)

申し込み受付は終了しています。

第44回東西町夏祭り【人づくり部・実行委員会】

・今年も花火を打ち上げます。

・ちびっこに大人気のお化け屋敷も登場！

乞うご期待！

日時：８月14日（水）17：00開会

とみくじ引き換え・屋台の終了時間が変更になりました。

17:00～18:30又はなくなり次第終了します。

場所：コミセン

▲ふれあい健康づくりポイントの対象です。

▲会場の受付で、１人１枚とみくじ引換券ととみく

じ券を交換します。(全戸配布してある夏祭りチラ

シについているとみくじ引換券を持参してくださ

い)

詳細はチラシで確認してください。

仏様送り【町づくり部】

日時：８月16日(金)

受付15：00～

読経15:30～16:00

場所：コミセン(大集会室)

読経：恵雲寺(えうんじ)住職様

供養品：可燃物のみ受付します

(陶器及び金属類は受付できません)

お布施：無料

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

７月６日(土)1区・２区・４区の合同サロンの七

夕祭りに、47名の参加がありました。

今回は、早川泰司さん(米子市在住)のギターの弾

き語り「ｔ８８music・弦泉かけ流しライブ」をメ

インで行いました。オープニングは、全員で「たな

ばたさま」の合唱。

楽しい語りも入れながら、参加された方のご希望

曲を甘いステキな声で歌っていただき、手拍子も加

わり会場全体が盛り上がりました。

「ここに幸あり」「瀬戸の花嫁」など早川さんと

一緒に皆さんが歌われ「あっ」という間の一時間半

でした。年齢を越えて通じ合う音楽で、すばらしい

時間を過ごさせていただいたサロンとなりました。

地域福祉委員

守屋啓子
お化け屋敷

中学１年生から

夏祭りで小さい子

どもを楽しませた

いという意見があ

り、有志でおばけ

屋敷をすることに

なりました。

合同サロンの七夕祭り

夏祭りに向けて準備しています

７月９日(火)今回の生産者との交流会を、野草茶

づくりをしようと日南町農家さんの安全な野草を摘

んで、お茶の作り方を学ぼうと計画しました。

ところが、前日からのニュースで大雨警報発令と

の予報により、止む無く野草摘みは中止。

急遽、自宅で作っているといわれる阿部栄子さんと

神崎靜人さんから乾燥した野草を提供していただき、

焙煎の仕方等を学び、昼食に出来たての野草茶をい

ただきました。

後日、農家さんに摘み取ってきていただいたドク

ダミやクマザサ等の野草を持ち帰り、習ったとおり

に洗って、陰干し

してっと・・・

自分でつくる無

添加のお茶は最高

に美味しくなりそ

うです。

生産者との交流会

庭では嫌われ者のドクダミが
美味しくて体にいいお茶に変身！

懐かしい歌を聴き、一緒に歌い
ライブの雰囲気で楽しみました

P
対象

企画会議をおこないました。
青少年育成会と中学１年生９名
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行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

７月６日(土)1区・２区・４区の合同サロンの七

夕祭りに、47名の参加がありました。

今回は、早川泰司さん(米子市在住)のギターの弾

き語り「ｔ８８music・弦泉かけ流しライブ」をメ

インで行いました。オープニングは、全員で「たな

ばたさま」の合唱。

楽しい語りも入れながら、参加された方のご希望

曲を甘いステキな声で歌っていただき、手拍子も加

わり会場全体が盛り上がりました。

「ここに幸あり」「瀬戸の花嫁」など早川さんと

一緒に皆さんが歌われ「あっ」という間の一時間半

でした。年齢を越えて通じ合う音楽で、すばらしい

時間を過ごさせていただいたサロンとなりました。

地域福祉委員

守屋啓子
お化け屋敷

中学１年生から

夏祭りで小さい子

どもを楽しませた

いという意見があ

り、有志でおばけ

屋敷をすることに

なりました。

合同サロンの七夕祭り

夏祭りに向けて準備しています

７月９日(火)今回の生産者との交流会を、野草茶

づくりをしようと日南町農家さんの安全な野草を摘

んで、お茶の作り方を学ぼうと計画しました。

ところが、前日からのニュースで大雨警報発令と

の予報により、止む無く野草摘みは中止。

急遽、自宅で作っているといわれる阿部栄子さんと

神崎靜人さんから乾燥した野草を提供していただき、

焙煎の仕方等を学び、昼食に出来たての野草茶をい

ただきました。

後日、農家さんに摘み取ってきていただいたドク

ダミやクマザサ等の野草を持ち帰り、習ったとおり

に洗って、陰干し

してっと・・・

自分でつくる無

添加のお茶は最高

に美味しくなりそ

うです。

生産者との交流会

庭では嫌われ者のドクダミが
美味しくて体にいいお茶に変身！

懐かしい歌を聴き、一緒に歌い
ライブの雰囲気で楽しみました

P
対象

企画会議をおこないました。
青少年育成会と中学１年生９名
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会報まち８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30日(日)大雨を想定して町と連携した防災・避難訓

練を実施しました。昨年９月30日、台風24号による豪雨の

際、町へ土のうの要請がたくさん寄せられたのを踏まえ、

地区での土のう作りが町との共通テーマでした。

その内容は①避難訓練：住民の避難行動訓練と安否確認

協力委員・避難所対応委員の行動確認②避難所の開設と避

難者名簿への記入。コミセンと１次避難所としてつどいを開設③区毎での土の

う作りを学ぶ④避難勧告等ガイドライン改定の説明でした。

以前からあった２区(器具庫横)、３区(集会所横)に加え、１区(西町バス停裏)

と４区(4-1東町バス停西側)へも土のう用砂置場をこの日までに設置しましたの

で、４箇所で土のう作りの練習をしました。

６月10日より運用開始となりました、避難勧告等に関するガイドラインの改

定（レベル１からレベル５と警戒区分がレベル化された）について、竹田新太

郎さん(3-4)から説明をしていただきました。そして、参加者やレッドゾーン・

イエローゾーンのお宅にはこのガイドラインを配布しました。大事なことは、

町などからの放送を待つだけでなく、自分で情報を集めできるだけ早く避難

行動を起こすことではないかと思います。

閉会後、安否確認協力委員・避難所対応委員に残っていただき反省会を行

いました。この防災訓練に「鳥大防災ラボ」

の学生５人を連れて、特別に参加された鳥取

大学の教授から「こんなに綿密な計画のもと

で行われている防災・避難訓練は初めて。

素晴らしい」との感想をいただきました。

先月から始まったふれあい健康づくりポイント制度。

早速、100歳体操やまちの保健室、ラジオ体操等、来場さ

れた方のカードに担当者がスタンプを押す風景が見られ

ます。ポイント制度の効果か参加者が多くなったという

報告も聞いています。会場に来て交流することで心身の

健康づくりとポイントもゲットしましょう。どうぞみな

さんお出かけください。

ふれあいと健康づくりでポイントをゲット

町と連携した東西町防災・避難訓練

避難訓練に81名が参加されました

竹田新太郎さんから警戒レ
ベル改定の説明や防災につ
いて話をしていただきました

土のうの作り方を学びました

レッド・イエローゾーンのお宅に
警戒レベル改定のお知らせを配
布準備する委員のみなさん

避難警戒レベルが
数字で表されることになりました

警戒レベル５【災害発生情報】

既に災害が発生している状態です。

命を守るための最善の行動をとってくださ

い。

警戒レベル４【緊急避難情報】

直ちに安全な場所に避難又は移動してくだ

さい。

警戒レベル３【避難準備・高齢者等避難開始情報】

避難に時間のかかる方は早めに安全な場所

に避難をしてください。

避難所はコミュニティセンターです。

１次避難所としてつどいも開設します。
まちの保健室でもポイントを！

ラジオ体操でも
ポイントがもらえ
ます。
４区は世話人が
スタンプ押し

日 曜日 ８月の予定表
1 木 習字/籐あみ/万寿会GG

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

3 土 ＜親子料理教室＞　銭太鼓/ソフトバレー

4 日 写真/万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

6 火 男のクッキング

7 水

8 木 習字/ハンドメイド/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土
＜青少年・各育成会合同お楽しみ親睦会＞
銭太鼓/ソフトバレー

11 日 野菜市8:00頃～/マージャン

12 月 布とあそぶ/万寿会GG

13 火

14 水 ＜夏祭り＞

15 木 習字/笑いヨガ/万寿会GG

16 金
＜仏様送り＞
　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土 銭太鼓/ソフトバレー/低山会　＜町民花火大会＞

18 日

19 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

20 火

21 水

22 木 習字/万寿会GG

23 金 コミセン100歳体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

24 土
野菜市8:00頃～　＜ラジオ体操表彰式＞　運営委員会
万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

25 日

26 月 つどい100体/うたの会/万寿会GG

27 火 まちの保健室

28 水

29 木 万寿会GG

30 金 コミセン100体/子どもみこし企画会議

31 土 銭太鼓/ソフトバレー

９月の予定
16 祝 子供みこし【実行委員会】

29 日 秋の一斉清掃【町づくり部】
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命に関わる暑い夏を乗りきるために

やっと梅雨が開け、猛暑が予想

されます。熱中症にならないため

に、１日２リットル程度の水分を

こまめに摂りましょう。(麦茶がお

すすめ)

水分だけではなく塩分も摂りま

しょう。塩分を吸収させるために

は多少の糖分が必要です。

暑さを我慢せずにエアコン等を

利用して、なんとかこの猛暑を乗

り切りましょう。

野菜市

8月11日(日)・24日(土)

8月11日(日) 盆花も販売します

わくわくショップ

８月は休止です

第44回東西町夏祭り開催

日時：８月14日(水)

とみくじと屋台の終了時間が変更

になっています。

17:00～18:30です
３頁をご覧ください

路上駐車は止めましょう
夏休みに入りふるさ

と東西町に帰省され

る方で、人も車も増える

時期です。楽しい休みが事故等

で台無しにならないように、歩

行者や自転車は飛び出しなどし

ないように、また、路上駐車を

しないようにしましょう。

ご協力をお願い

します。

駐車場にお困り

の方は事務局へご

相談ください。

盆の事務業務について

８月13日～16日の間は、夏祭り及び
仏様送り等の準備のため事務業務は
休みます。
緊急時にはコミセン又は、事務所玄関に

掲示してある連絡先にお願いします。

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

盆花も販売します


