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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

２月２日(土)絶好のスキー＆スノーボード日和でした。

参加者33名で超満員となった社会福祉協議会大型バスと、

自車１台で行きました。指導者紹介やクラス分け、日程の

説明等を行っていると、見る見る奥大山が近づき１時間弱

で到着。長門 響(小6)さんの号令で全員で準備体操をし

た後、早速クラスごとで指導に入りました。指導者はスキー

３名とスノーボード１名。今年はスノーボードに６名もの

参加があったため、中級は、スキーの中・上級と一緒にリ

フトを使って滑りました。初心者の指導法は、止まれるよ

うになったらリフトを使ってどんどん滑り、とにかく楽し

くできることです。後半にはほとんどの人がリフトに

乗ることができ、成果を感じた半日でした。

反省点は一つだけ、コミセン到着後、降りた後の

バスにごみがたくさん残っていたことでした。

スキー＆スノーボード教室に参加して

３区１班 神田悠月(小４)

ぼくは東西町のスキー＆スノーボード教室に行くのを、

毎年楽しみにしています。スノーボードに挑戦するのは

今年で２回目で、今回は中級だったのではじめからリフ

トに乗りました。後半は初級の人もリフトに乗ってみん

なで一緒に滑り最後には頂上から滑ることもできました。

ぼくはカーブが苦手だったけど先生のカーブを見てでき

るようになり楽しく滑ることができました。最後の宝さ

がしゲームも楽しかったです。

東西町スキー＆スノーボード教室

東西町地区も自治会が発足してから、間もなく50年を迎えようとしています。

その中にあって、12年前に振興協議会が発足してから、自治会で地区を運営していた時に比べ、理事・

班長の負担が軽減されているのではないかと思います。

最近、若い方の入居も多いですが、当時30歳だった方も80歳になられる訳ですから、高齢化率が上がっ

ているのも事実です。日常生活をするのが大変な方を、順番だからと押し付けるのは勿論良くありませ

ん。しかし、理事・班長の役目を班のルールといって年齢で切ってしまう考え方には賛成できません。

先月号で紹介しましたように、３年先に役目が来るが、その頃は出来るかどうか分からないので、今

やらして欲しいと地区の役を果たそうという方もおられます。役に副を置いて２人で分担する等の工夫

も必要です。

歳を重ねた方も、若い方も一緒になり、地区の役を担っていただき、持続可能な東西町を作って欲し

いと思います。 会長 原 和正

理事・班長の選出について

美しい景色をバックに

雪の斜面を登って埋まっているお菓子等を探す宝探しゲーム

先生に続いて右や左に曲がりな
がら一列で滑りました

スノーボードに初挑戦
こんなにすべれたよ！
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東西町地域振興協議会

通常総会のお知らせ

日程：４月14日(日)

現理事、班長の任期は総会日ま

でです。もう少しお世話になりま

す。

新たに任に就かれる方に対して

も、お互い様の気持ちで皆で助け

合っていきましょう。

早い春を見つけました(2月20日)

今季は除雪隊の出動もゼロと暖

かい冬となっています。

２区３班の花畑に満開の菜花を

見つけました。

また、珍客(ソデグロズル)を奥

堤池で見かけました。休憩に暖か

くて安全な東西町を選んだようで

す。

コミセン・つどい100歳体操の

日程等の変更について

新年度４月からコミセン100歳

体操及びつどい100歳体操の日程

が変更になります。

運動は、週２回程度行うこと

が理想とされていますので、ご

利用ください。

４月から

コミセン100体(金)

つどい100体(月)

時間：どちらも9:30～11:30

参加料：どちらも無料

運動後にお茶タイムを設けて

いますので交流をしてください。

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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10月に提出した町政への要望について、役場から

のヒアリングや現地確認がありました。

３月末には第１

次の回答がある予

定です。

提出した町政要望を
役場と確認しています

２月３日(日)バウンスボール大会が開催されました。これまでは、振興協議

会対抗で開催されてきましたが、全振興協議会の参加の足並みが揃わないとい

うことで今季が最後となりました。

平成27年の第１回大会で東西町はＡ(50歳以下)・Ｂ(50歳以上)共に優勝とい

うスタートでした。その後、他の協議会のレベルも上がり苦戦していましたが、

東西町では、毎年参加し交流すること、できるだけ多くの方を誘って全員が出

場すること等を目指してきました。最後となった今回、

東西町から13名が参加しました。戦績は、Ａが優勝、Ｂ

が３位でした。

また、特別賞(特に目立った人に授与）に為国真琴さ

ん(2-3)が、会場を盛り上げた？(＝にぎやかだった)と

いうことで選ばれました。

最後となった南部町民バウンスボール大会

先月号で、任期満了に伴い各部の委員を募集し

ました。現在、各部のとりまとめや選任を行って

います。

今後、各部会の開催によって、地域のみなさん

に楽しんでもらえる事業の考案や部長、副部長の

選任をしていただき総会に提案いたします。

新年度の協議会役員の選任及び
事業計画作成をすすめています

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

２区３班 平岡 司 東町173

２月17日(日)東西町健康増進委員会主催の健康講

座を「つどい」で開催しました。テーマは「元気10

0％!!正しく食べてにこにこ生活」で、西伯病院の

管理栄養士の永井志保先生に講演していただきまし

た。外食時のメニューの選び方やカロリー早見表、

カップ焼きそばはお店のラーメンとカロリーが同じ

くらいとかコーラはスティックシュガー8本分のカ

ロリー、減塩や脂質のとり方、朝食時必ず野菜を摂

るなど、生活習慣病を食生活で予防する具体的な方

法が紹介され、大変参考になりました。今回は30名

近い参加があり、身近なテーマということで皆さん

熱心に聴講

されていま

した。

永井先生

のユーモア

を交えたわ

かりやすい

ご講義に感

謝です。

福祉部長 佐藤重明

東西町健康講演会

全勝優勝のＡチーム

東西町ＡチームとＢチームの選手

写真はＢチーム、善戦するもあと一歩及ばず 結果は３位

男性女性共半々くらいの参加者

役場担当者と現地を確認しました
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リサイクル【青少年育成会】

日時：３月１０日(日)9：00～回収開始

※9：00までに指定の場所に搬出してください。

回収物(記載しているようにして出してください。)

●新聞紙・雑誌⇒新聞紙と雑誌は分け、十文字にひ

もで結んで出してください。

●ダンボール⇒ダンボールもひもで十文字に結んで

出してください。

●アルミ缶⇒中を水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

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。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

積み込み等へのご協力もお願いします。

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

青少年育成会と自転車愛好家の方が、自転車で生

徒と一緒に法勝寺中学校までの自転車通学路を確認

します。

日時：３月１７日(日)

協議会事務所前出発：11:00

準備品：自転車・ヘルメット

＊ヘルメットの無い人は貸出しします。

参加申し込み：３月12日(火)までに子供育成会へ

雨天決行 ＊大雨時は車で確認します。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

平成21年に第１期、

26年に第２期の地域

づくり計画書を作成

しこれを基に町づく

りを行っています。

新年度、持続可能

な町づくりへの方案

と仕組みづくりのた

めに、鳥取大学地域

学部と連携して、大学の知恵と地域の方の意見を取

り入れ、「第３期地域づくり計画書」を作りたいと

考えています。

鳥取大学と相談の結果、下記のスケジュールを考

えています。

①アンケートの作成(鳥大の協力を得て)・・３月

②住民アンケート実施・・６月

③アンケートを分析・・７～８月

④委員と協議・・８月

⑤計画書作成・・９月

⑥全戸配布・・10月

２月14日(木)児童クラブとして利用している集会

所で東西町放課後児童クラブの新年度利用者説明会

を行いました。新年度の利用者は15名、そのうち

１年生は３名です。

東西町児童クラブが目指しているのは

１.だれにでも「あいさつ」ができる。

２.名前を呼ばれたら「はい」と返事ができる。

３.だれにでも「やさしく」声を掛けることがで

きる。

登下校時等でも温かく見守ってください。でも、

危ないことややってはいけないこと等を見かけたら

遠慮なく注意をしてください。

放課後児童クラブ新年度説明会

平成31年２月25日～３月29日の間、東西町スポー

ツ広場の改良工事が行われます。

主な工事は、①駐車場進入路のグラウンド側法面

下へ側溝を設置 ②駐車場西側法面舗装等 ③壁打

ち場ライン引きです。駐車場へは今までどおり進入

禁止です。

③壁打ち場ライン引き作業(❀テニスコートライ

ンとネットライン、❀サッカーゴールライン、

❀野球のストライクゾーンライン)が行われる期間

は、壁打ち場の利用はできません。

また、近隣の皆様へは、トラック等が地区内を通

ることもありますので、

ご理解とご協力をお願

いします。

第３期地域づくり計画書策定に
向けて準備をすすめています

東西町スポーツ広場改良工事

保護者と一緒に児童も説明を聞きました

第１期・第２期の地域づくり計画書
（全戸配布済み）



第１４０号 東西町地域振興協議会 平成３１年３月１日（２０１９）

2

10月に提出した町政への要望について、役場から

のヒアリングや現地確認がありました。

３月末には第１

次の回答がある予

定です。

提出した町政要望を
役場と確認しています

２月３日(日)バウンスボール大会が開催されました。これまでは、振興協議

会対抗で開催されてきましたが、全振興協議会の参加の足並みが揃わないとい

うことで今季が最後となりました。

平成27年の第１回大会で東西町はＡ(50歳以下)・Ｂ(50歳以上)共に優勝とい

うスタートでした。その後、他の協議会のレベルも上がり苦戦していましたが、

東西町では、毎年参加し交流すること、できるだけ多くの方を誘って全員が出

場すること等を目指してきました。最後となった今回、

東西町から13名が参加しました。戦績は、Ａが優勝、Ｂ

が３位でした。

また、特別賞(特に目立った人に授与）に為国真琴さ

ん(2-3)が、会場を盛り上げた？(＝にぎやかだった)と

いうことで選ばれました。

最後となった南部町民バウンスボール大会

先月号で、任期満了に伴い各部の委員を募集し

ました。現在、各部のとりまとめや選任を行って

います。

今後、各部会の開催によって、地域のみなさん

に楽しんでもらえる事業の考案や部長、副部長の

選任をしていただき総会に提案いたします。

新年度の協議会役員の選任及び
事業計画作成をすすめています

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

よろしくお願いします。

２区３班 平岡 司 東町173

２月17日(日)東西町健康増進委員会主催の健康講

座を「つどい」で開催しました。テーマは「元気10

0％!!正しく食べてにこにこ生活」で、西伯病院の

管理栄養士の永井志保先生に講演していただきまし

た。外食時のメニューの選び方やカロリー早見表、

カップ焼きそばはお店のラーメンとカロリーが同じ

くらいとかコーラはスティックシュガー8本分のカ

ロリー、減塩や脂質のとり方、朝食時必ず野菜を摂

るなど、生活習慣病を食生活で予防する具体的な方

法が紹介され、大変参考になりました。今回は30名

近い参加があり、身近なテーマということで皆さん

熱心に聴講

されていま

した。

永井先生

のユーモア

を交えたわ

かりやすい

ご講義に感

謝です。

福祉部長 佐藤重明

東西町健康講演会

全勝優勝のＡチーム

東西町ＡチームとＢチームの選手

写真はＢチーム、善戦するもあと一歩及ばず 結果は３位

男性女性共半々くらいの参加者

役場担当者と現地を確認しました

第１４０号 東西町地域振興協議会 平成３１年３月１日（２０１９）

3

リサイクル【青少年育成会】

日時：３月１０日(日)9：00～回収開始

※9：00までに指定の場所に搬出してください。

回収物(記載しているようにして出してください。)

●新聞紙・雑誌⇒新聞紙と雑誌は分け、十文字にひ

もで結んで出してください。

●ダンボール⇒ダンボールもひもで十文字に結んで

出してください。

●アルミ缶⇒中を水洗いしてください。

＊上記以外の物は回収できません。

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。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

積み込み等へのご協力もお願いします。

中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】

青少年育成会と自転車愛好家の方が、自転車で生

徒と一緒に法勝寺中学校までの自転車通学路を確認

します。

日時：３月１７日(日)

協議会事務所前出発：11:00

準備品：自転車・ヘルメット

＊ヘルメットの無い人は貸出しします。

参加申し込み：３月12日(火)までに子供育成会へ

雨天決行 ＊大雨時は車で確認します。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

平成21年に第１期、

26年に第２期の地域

づくり計画書を作成

しこれを基に町づく

りを行っています。

新年度、持続可能

な町づくりへの方案

と仕組みづくりのた

めに、鳥取大学地域

学部と連携して、大学の知恵と地域の方の意見を取

り入れ、「第３期地域づくり計画書」を作りたいと

考えています。

鳥取大学と相談の結果、下記のスケジュールを考

えています。

①アンケートの作成(鳥大の協力を得て)・・３月

②住民アンケート実施・・６月

③アンケートを分析・・７～８月

④委員と協議・・８月

⑤計画書作成・・９月

⑥全戸配布・・10月

２月14日(木)児童クラブとして利用している集会

所で東西町放課後児童クラブの新年度利用者説明会

を行いました。新年度の利用者は15名、そのうち

１年生は３名です。

東西町児童クラブが目指しているのは

１.だれにでも「あいさつ」ができる。

２.名前を呼ばれたら「はい」と返事ができる。

３.だれにでも「やさしく」声を掛けることがで

きる。

登下校時等でも温かく見守ってください。でも、

危ないことややってはいけないこと等を見かけたら

遠慮なく注意をしてください。

放課後児童クラブ新年度説明会

平成31年２月25日～３月29日の間、東西町スポー

ツ広場の改良工事が行われます。

主な工事は、①駐車場進入路のグラウンド側法面

下へ側溝を設置 ②駐車場西側法面舗装等 ③壁打

ち場ライン引きです。駐車場へは今までどおり進入

禁止です。

③壁打ち場ライン引き作業(❀テニスコートライ

ンとネットライン、❀サッカーゴールライン、

❀野球のストライクゾーンライン)が行われる期間

は、壁打ち場の利用はできません。

また、近隣の皆様へは、トラック等が地区内を通

ることもありますので、

ご理解とご協力をお願

いします。

第３期地域づくり計画書策定に
向けて準備をすすめています

東西町スポーツ広場改良工事

保護者と一緒に児童も説明を聞きました

第１期・第２期の地域づくり計画書
（全戸配布済み）



第１４０号 東西町地域振興協議会 平成３１年３月１日（２０１９）

1

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

２月２日(土)絶好のスキー＆スノーボード日和でした。

参加者33名で超満員となった社会福祉協議会大型バスと、

自車１台で行きました。指導者紹介やクラス分け、日程の

説明等を行っていると、見る見る奥大山が近づき１時間弱

で到着。長門 響(小6)さんの号令で全員で準備体操をし

た後、早速クラスごとで指導に入りました。指導者はスキー

３名とスノーボード１名。今年はスノーボードに６名もの

参加があったため、中級は、スキーの中・上級と一緒にリ

フトを使って滑りました。初心者の指導法は、止まれるよ

うになったらリフトを使ってどんどん滑り、とにかく楽し

くできることです。後半にはほとんどの人がリフトに

乗ることができ、成果を感じた半日でした。

反省点は一つだけ、コミセン到着後、降りた後の

バスにごみがたくさん残っていたことでした。

スキー＆スノーボード教室に参加して

３区１班 神田悠月(小４)

ぼくは東西町のスキー＆スノーボード教室に行くのを、

毎年楽しみにしています。スノーボードに挑戦するのは

今年で２回目で、今回は中級だったのではじめからリフ

トに乗りました。後半は初級の人もリフトに乗ってみん

なで一緒に滑り最後には頂上から滑ることもできました。

ぼくはカーブが苦手だったけど先生のカーブを見てでき

るようになり楽しく滑ることができました。最後の宝さ

がしゲームも楽しかったです。

東西町スキー＆スノーボード教室

東西町地区も自治会が発足してから、間もなく50年を迎えようとしています。

その中にあって、12年前に振興協議会が発足してから、自治会で地区を運営していた時に比べ、理事・

班長の負担が軽減されているのではないかと思います。

最近、若い方の入居も多いですが、当時30歳だった方も80歳になられる訳ですから、高齢化率が上がっ

ているのも事実です。日常生活をするのが大変な方を、順番だからと押し付けるのは勿論良くありませ

ん。しかし、理事・班長の役目を班のルールといって年齢で切ってしまう考え方には賛成できません。

先月号で紹介しましたように、３年先に役目が来るが、その頃は出来るかどうか分からないので、今

やらして欲しいと地区の役を果たそうという方もおられます。役に副を置いて２人で分担する等の工夫

も必要です。

歳を重ねた方も、若い方も一緒になり、地区の役を担っていただき、持続可能な東西町を作って欲し

いと思います。 会長 原 和正

理事・班長の選出について

美しい景色をバックに

雪の斜面を登って埋まっているお菓子等を探す宝探しゲーム

先生に続いて右や左に曲がりな
がら一列で滑りました

スノーボードに初挑戦
こんなにすべれたよ！
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通常総会のお知らせ

日程：４月14日(日)

現理事、班長の任期は総会日ま

でです。もう少しお世話になりま

す。

新たに任に就かれる方に対して

も、お互い様の気持ちで皆で助け

合っていきましょう。

早い春を見つけました(2月20日)

今季は除雪隊の出動もゼロと暖

かい冬となっています。

２区３班の花畑に満開の菜花を

見つけました。

また、珍客(ソデグロズル)を奥

堤池で見かけました。休憩に暖か

くて安全な東西町を選んだようで

す。

コミセン・つどい100歳体操の

日程等の変更について

新年度４月からコミセン100歳

体操及びつどい100歳体操の日程

が変更になります。

運動は、週２回程度行うこと

が理想とされていますので、ご

利用ください。

４月から

コミセン100体(金)

つどい100体(月)

時間：どちらも9:30～11:30

参加料：どちらも無料

運動後にお茶タイムを設けて

いますので交流をしてください。

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


