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「とんどさん」

１月12日(日)新年会に先だち、とんどさんを行いました。１年間

の無病息災・家内安全などを祈願いたしました。この数年間は温か

く、８時から行ったお焚き上げ神事にも多くの方々が参加されまし

た。

今年も「書き初め」を行い、新年への意気込みや文字の上達を願う

等、大人から小さい子供たちにも好評でした。

恒例になった「ぜんざい」も100人分準備しましたが、直ぐに売り

切れとなりました。208名の皆さんが来場されました。

事前準備に精を出していただきました関係者の皆さんお世話になりました。

「新年会」

新年会は、今年から午後４時の開会といたしました。「年男・年

女」の皆さん（写真をご覧ください）の新年「くす玉開き」によっ

てスタートしました。

今年も「川柳大会」を行いました。会場で発表したお題は「和」。

応募総数14点の中から、優秀賞として３名の方に賞品を贈呈いたし

ました。美しい川柳や、広報誌に載せることができない個人が特定

できるユーモラスな作品もあり、皆さんの笑いを誘ってい

ました。

優秀賞の作品は、４区２班 渡辺友子さんの「笑い声

たえない我が家は 和む家」でした。

参加者は前年並みの39名でしたが、開会時間を遅らせた

ことで若い方の参加もあり、和気あいあいの新年会となり

ました。 町づくり部長 石田泰弘

令和２年とんどさん・新年会

１）第２回検討委員会報告 １月13日(月・祝)琴浦町や大山町からの

参加者も加えて、計20名が３グループに分かれ、①世代毎の困り

事解決、②高齢化への対応、③子どもたちへの地域の良い点を伝

えるには・Ｕターン者促進への情報発信方法、④地域の担い手づ

くりはどう進めるかの、４つの課題について、ワークショップ形

式で検討会を開きました。

上記の内容を基に、鳥取大学の竹川先生から頂いたアドバイスを取り入れ、現

在、地域づくり計画書の素案を作成中です。

２）住民との意見交換会 作成した素案に対して、皆さんと話

し合う意見交換会を２月29日(土)午後１時から「つどい」

にて開催します。【３頁でお知らせ】(先生がご多忙の為、こ

の日になりました。)多くの皆様のご参加をお待ちしています。

３）計画書作成・印刷 ３月末を予定しています。

第３期地域づくり計画書作成の進捗状況(２月)

お焚き上げ神事

石田町づくり部長の祝

詞で開始しました

和気あいあいの新年会

５名は６回目、１名は５回目の年男・年女でした

書き初めに挑戦

各グループ
で課題に対す
る解決策を出
し合いました

最後にグループ毎で発表を行いました

日 曜日 ２月の予定表
1 土 １区サロン/銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜スキー&スノーボード教室＞　写真/万寿会ゴミ拾い

3 月 つどい100体/布とあそぶ

4 火 男のクッキング

5 水

6 木 籐あみ教室/習字

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

8 土 中学育成会/４区区会・人権会議/ソフトバレー

9 日 マージャン

10 月 つどい100体/布とあそぶ

11 火

12 水

13 木 習字

14 金 コミセン100体

15 土
わくわくショップ10 :30～/２区区会
子供会/銭太鼓/低山会/ソフトバレー

16 日 ＜ボーリング大会＞

17 月 つどい100体/布とあそぶ/２区サロン

18 火 ４区サロン

19 水

20 木 放課後児童クラブ新年度利用者説明会/笑いヨガ/習字

21 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)

22 土 万寿会GG総会/銭太鼓/ソフトバレー

23 日

24 月 うたの会

25 火 まちの保健室

26 水

27 木 習字

28 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

29 土
＜第3期地域づくり計画書住民との意見交換会＞
コミセン100体・万寿会体力測定/銭太鼓/ソフトバレー

３月の予定
1 日 バウンスボール大会【人づくり部】

8 日 リサイクル【青少年育成会】

15 日 中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】
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新型ウイルス等への対策

世界で猛威を振るっ

ているコロナウイルス

が、日本にも上陸と連日

報じられています。

この時期はインフルエンザ予防

としても、外出時はマスク、手洗

い、水分補給等、習慣づけておき

ましょう。

わくわくショップからお知らせ

★２月15日(土)10:30から開店します。

★マンガ本を寄付してください。

(小・中学生もわくわくショップに来てもらえれ

ばと思っています。ご協力をお願いします。)

野菜市は４月から再開です。

配本ステーション！！
南部町図書館では、一人でも多

くの方に本を届けたいとの思いか

ら、東西町地域振興協議会事務所

内に配本ステーションを設置して

この事業を推進しています。

２ヶ月ごとに本の入れ替えをし

ています。

ご希望の本がありましたらお気

軽にお申し付けください。

いつも近くに本がある環境を目

指して、図書館はこれからも皆さ

んと一緒に歩んでいきたいと思い

ます。 南部町立図書館

館長 新井宏則

班会議等で利用できます

班で集まりをされる場合は、

コミセンやつどいを無料で利用

できます。

利用申込みは、事務所で受け

付けています。

なお、つどいでは、飲酒や大

掛かりな調理はできませんので、

その場合は、コミセンをご利用

ください。

東西町スポーツ広場利用

２月16日(日)13:00～16:00

利用できません

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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平成23年３月11日に発生した東日本大震災で甚大

な被害を受けた宮城県南三陸町の佐藤 仁町長が来

町され、南部町に対して感謝状を贈呈されました。

これは、約２年にわたり６名の職員を派遣し、復

興を支援したことに対し、「職員を派遣していただ

き、復興の道が歩めました。」と感謝をのべられま

した。

東西町では、震災発生の翌年に、当時の遊友くら

ぶ(代表：松永綾子)が、復活再生巨大絵馬を制作し

ました。赤猪岩神社でご祈祷を受けた絵馬の裏面に、

さつき祭で来場された皆さんから復興への願いを書

き込んでもらい、義援金と一緒に贈ったことについ

ても、「町民の皆さんから

赤猪岩神社の復活再生お

札をいただくなど、精神

的にも支えていただいた

ことに感謝しています。」

と話されたようです。

「広報なんぶ１月号抜粋」

１月18日(土)恒例

の着付けと初釜に参

加させていただきま

した。阿部栄子さん

のご指導の元、結び

方等々を教わりなが

ら「足袋の鞐が止ま

らない、後ろに手が廻らないとか！」笑いのうちに

着付けを終えたその頃には、草履の鼻緒も足袋の鞐

も程よく身に馴染んでいました。

講習会を終える頃、自宅で着付けを済ませた方と

計７名で、昼食会(自己負担)へ。黒一点の神崎靜人

さんと事務局の黒木さんの車に分乗し、米子市の隠

れ家的なイタリアンのお店にでかけました。

顔程の大きなグラスでワインを少々。帰途は「う

まいもん市」で夕食をゲット、つどいに戻ってお抹

茶に季節の和菓子をいただきながら、日本の文化と

心に触れた貴重な１日となりました。

皆様もこの集いに是非、ご一緒なさいませんか。

平新初枝(4-1)

着付け・初釜

船越世莉夏(１区)
井上 幹太(２区)
小谷 真弘(２区)
國本 浩平(２区)
山﨑菜々子(２区)
岡野 実紅(２区)
遠藤 百奈(２区)
瀬戸 優基(４区)
大田 圭悟(４区)

令和元年度成人式名簿を参考にしています

ご成人おめでとうございます。これからは皆さん

が子供達にお手本となる「大人の背中」を見せてく

ださい。

祝 成人

南三陸町長が来町され感謝の言葉を
少しは自分で着れるように・・・？

堅苦しいお手前は無く、美味しくいただきました

１月25日(土)東西町健康講座で「目の病気につい

て」を受講させて頂きました。何となく聞いたこと

はある白内障や緑内障について、実際どの様なもの

なのを分かりやすく説明頂き大変勉強になりました。

中でも緑内障の治療法については、医療技術が進

歩している昨今においても、治す治療ではなく予防

や進行を遅くするものと知り、受講者も驚かれてい

た様子がとても印象的でした。

又、目の病気の予防はバランスの良い食生活が非

常に大事であり、健康の基本は食生活にあると再認

識する事が出来ました。私も、もうすぐ40代となる

ので、食生活について少し考えないといけないなと

思いました。

身近でこの様な貴重な話を聞く機会がありますの

で、皆様も健康

講座を受講され

てみてはいかが

でしょうか？

健康増進委員

岡田重敏

贈った復活再生巨大絵馬

健康講座

予防や食生活が重要なことを知りました
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ボーリング大会【人づくり部】

日程：２月１６日(日)

時間：9:55つどい発(送迎バス)

＊自車で行かれる方は必ずお知らせください。

10:30～開会

場所：米子クイーンボウル

参加料：大人500円・小・中300円(シューズ代別300円)

競技：小学生以上、個人競技、２ゲーム

２ゲームの内のスコアの良い方で競います。

ハンデｲ－：小学生・75歳以上にハンデｲ－有り

申し込み：２月７日(金)まで

第３期地域づくり計画書住民との意見交換会

【事務局】

日時：２月２９日(土)13:00～15:00

場所：つどい

内容は、１頁に記載しています。

＊申込みは要りません。皆さんご来場ください。

バウンスボール大会【人づくり部】

日時：３月１日(日)9:30～13:00

場所：ふるさと交流センター(体育館シューズ必要)

競技：団体別対抗戦とします。

１チーム 選手３名・補欠１名 計４名

子供会・育成会・各区・各部・同好会・各種

団体、家族等々、いろいろな団体でチームを

作ってご参加ください。

表彰：上位３チームに賞品、全員に参加賞有り

申し込み：２月25日(火)までに申し込んでください。

＊重複しないようにお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

東西町は多くの方々のご協力

で町づくりを行っています。

その方々を順次ご紹介します。

初にご紹介するのは、平成

29年４月からの登下校時及び、

夏休みラジオ体操でも毎日、安

全の見守りでお世話になってい

る２区３班 内田勝己さんです。

○見守りを始めようと思ったきっかけは？・・・

２番目の孫が小学校に上がったのをきっかけに、そ

れまでお世話になっていたので、少しでも手伝いが

できればと思って始めました。

○始めて良かった点は？・・・生活リズムが良くな

りました。また、子供達からの積極的なあいさつに、

やり甲斐を感じ元気がもらえます。

○今後、東西町がどんな町に・・・進学等で東西町

を離れることがあっても、小さい頃からの触れ合い

がＵターンにつながり、将来も多くの子供達の声が

聞こえる町になって欲しいと思っています。

１月18日(土)31年(令和元年)度 第４回運営委員

会をつどいにて開催しました。

協議事項は次のとおりです。

①第３期地域づくり計画書作成の方向性と進捗につ

いて・・・１頁に記載しています。

②次期行政役員(地域福祉委員)改選について

区長間の引き継ぎがされてないため、誰が役員

かわからない。今後、総会議案書へ役員等の氏

名を記載してはという意見もありました。

その他

○稟議

①コミセン調理室換気扇取り替え工事について

②コミセン廊下床張替え工事について

○各部・区からの報告・連絡事項について

東西町を支える「人」

運営委員会

１月23日(木)町長、副町長、総務課、健康福祉課、

企画政策課から課長や担当者が地域に出向き、町か

ら提示された共通テーマについて、地域の状況や課

題を直接話し合う「東西町地域円卓会議」が開催さ

れました。

東西町からは、部長、民生委員等と事務局の計10

名が出席しました。「地域防災」については、今後、

経験したことが無い災害に備え、自助や避難所の装

備品や備蓄などについて意見交換がなされました。

「地域福祉」では、高齢者の免許返納に伴う、町の

補助制度についての話もありました。

地域円卓会議

提案事項について協議されました

内田勝己さん
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ボーリング大会【人づくり部】

日程：２月１６日(日)

時間：9:55つどい発(送迎バス)

＊自車で行かれる方は必ずお知らせください。

10:30～開会

場所：米子クイーンボウル

参加料：大人500円・小・中300円(シューズ代別300円)

競技：小学生以上、個人競技、２ゲーム

２ゲームの内のスコアの良い方で競います。

ハンデｲ－：小学生・75歳以上にハンデｲ－有り

申し込み：２月７日(金)まで

第３期地域づくり計画書住民との意見交換会

【事務局】

日時：２月２９日(土)13:00～15:00

場所：つどい

内容は、１頁に記載しています。

＊申込みは要りません。皆さんご来場ください。

バウンスボール大会【人づくり部】

日時：３月１日(日)9:30～13:00

場所：ふるさと交流センター(体育館シューズ必要)

競技：団体別対抗戦とします。

１チーム 選手３名・補欠１名 計４名

子供会・育成会・各区・各部・同好会・各種

団体、家族等々、いろいろな団体でチームを

作ってご参加ください。

表彰：上位３チームに賞品、全員に参加賞有り

申し込み：２月25日(火)までに申し込んでください。

＊重複しないようにお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

東西町は多くの方々のご協力

で町づくりを行っています。

その方々を順次ご紹介します。

初にご紹介するのは、平成

29年４月からの登下校時及び、

夏休みラジオ体操でも毎日、安

全の見守りでお世話になってい

る２区３班 内田勝己さんです。

○見守りを始めようと思ったきっかけは？・・・

２番目の孫が小学校に上がったのをきっかけに、そ

れまでお世話になっていたので、少しでも手伝いが

できればと思って始めました。

○始めて良かった点は？・・・生活リズムが良くな

りました。また、子供達からの積極的なあいさつに、

やり甲斐を感じ元気がもらえます。

○今後、東西町がどんな町に・・・進学等で東西町

を離れることがあっても、小さい頃からの触れ合い

がＵターンにつながり、将来も多くの子供達の声が

聞こえる町になって欲しいと思っています。

１月18日(土)31年(令和元年)度 第４回運営委員

会をつどいにて開催しました。

協議事項は次のとおりです。

①第３期地域づくり計画書作成の方向性と進捗につ

いて・・・１頁に記載しています。

②次期行政役員(地域福祉委員)改選について

区長間の引き継ぎがされてないため、誰が役員

かわからない。今後、総会議案書へ役員等の氏

名を記載してはという意見もありました。

その他

○稟議

①コミセン調理室換気扇取り替え工事について

②コミセン廊下床張替え工事について

○各部・区からの報告・連絡事項について

東西町を支える「人」

運営委員会

１月23日(木)町長、副町長、総務課、健康福祉課、

企画政策課から課長や担当者が地域に出向き、町か

ら提示された共通テーマについて、地域の状況や課

題を直接話し合う「東西町地域円卓会議」が開催さ

れました。

東西町からは、部長、民生委員等と事務局の計10

名が出席しました。「地域防災」については、今後、

経験したことが無い災害に備え、自助や避難所の装

備品や備蓄などについて意見交換がなされました。

「地域福祉」では、高齢者の免許返納に伴う、町の

補助制度についての話もありました。

地域円卓会議

提案事項について協議されました

内田勝己さん
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「とんどさん」

１月12日(日)新年会に先だち、とんどさんを行いました。１年間

の無病息災・家内安全などを祈願いたしました。この数年間は温か

く、８時から行ったお焚き上げ神事にも多くの方々が参加されまし

た。

今年も「書き初め」を行い、新年への意気込みや文字の上達を願う

等、大人から小さい子供たちにも好評でした。

恒例になった「ぜんざい」も100人分準備しましたが、直ぐに売り

切れとなりました。208名の皆さんが来場されました。

事前準備に精を出していただきました関係者の皆さんお世話になりました。

「新年会」

新年会は、今年から午後４時の開会といたしました。「年男・年

女」の皆さん（写真をご覧ください）の新年「くす玉開き」によっ

てスタートしました。

今年も「川柳大会」を行いました。会場で発表したお題は「和」。

応募総数14点の中から、優秀賞として３名の方に賞品を贈呈いたし

ました。美しい川柳や、広報誌に載せることができない個人が特定

できるユーモラスな作品もあり、皆さんの笑いを誘ってい

ました。

優秀賞の作品は、４区２班 渡辺友子さんの「笑い声

たえない我が家は 和む家」でした。

参加者は前年並みの39名でしたが、開会時間を遅らせた

ことで若い方の参加もあり、和気あいあいの新年会となり

ました。 町づくり部長 石田泰弘

令和２年とんどさん・新年会

１）第２回検討委員会報告 １月13日(月・祝)琴浦町や大山町からの

参加者も加えて、計20名が３グループに分かれ、①世代毎の困り

事解決、②高齢化への対応、③子どもたちへの地域の良い点を伝

えるには・Ｕターン者促進への情報発信方法、④地域の担い手づ

くりはどう進めるかの、４つの課題について、ワークショップ形

式で検討会を開きました。

上記の内容を基に、鳥取大学の竹川先生から頂いたアドバイスを取り入れ、現

在、地域づくり計画書の素案を作成中です。

２）住民との意見交換会 作成した素案に対して、皆さんと話

し合う意見交換会を２月29日(土)午後１時から「つどい」

にて開催します。【３頁でお知らせ】(先生がご多忙の為、こ

の日になりました。)多くの皆様のご参加をお待ちしています。

３）計画書作成・印刷 ３月末を予定しています。

第３期地域づくり計画書作成の進捗状況(２月)

お焚き上げ神事

石田町づくり部長の祝

詞で開始しました

和気あいあいの新年会

５名は６回目、１名は５回目の年男・年女でした

書き初めに挑戦

各グループ
で課題に対す
る解決策を出
し合いました

最後にグループ毎で発表を行いました

日 曜日 ２月の予定表
1 土 １区サロン/銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜スキー&スノーボード教室＞　写真/万寿会ゴミ拾い

3 月 つどい100体/布とあそぶ

4 火 男のクッキング

5 水

6 木 籐あみ教室/習字

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

8 土 中学育成会/４区区会・人権会議/ソフトバレー

9 日 マージャン

10 月 つどい100体/布とあそぶ

11 火

12 水

13 木 習字

14 金 コミセン100体

15 土
わくわくショップ10 :30～/２区区会
子供会/銭太鼓/低山会/ソフトバレー

16 日 ＜ボーリング大会＞

17 月 つどい100体/布とあそぶ/２区サロン

18 火 ４区サロン

19 水

20 木 放課後児童クラブ新年度利用者説明会/笑いヨガ/習字

21 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)

22 土 万寿会GG総会/銭太鼓/ソフトバレー

23 日

24 月 うたの会

25 火 まちの保健室

26 水

27 木 習字

28 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

29 土
＜第3期地域づくり計画書住民との意見交換会＞
コミセン100体・万寿会体力測定/銭太鼓/ソフトバレー

３月の予定
1 日 バウンスボール大会【人づくり部】

8 日 リサイクル【青少年育成会】

15 日 中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】
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新型ウイルス等への対策

世界で猛威を振るっ

ているコロナウイルス

が、日本にも上陸と連日

報じられています。

この時期はインフルエンザ予防

としても、外出時はマスク、手洗

い、水分補給等、習慣づけておき

ましょう。

わくわくショップからお知らせ

★２月15日(土)10:30から開店します。

★マンガ本を寄付してください。

(小・中学生もわくわくショップに来てもらえれ

ばと思っています。ご協力をお願いします。)

野菜市は４月から再開です。

配本ステーション！！
南部町図書館では、一人でも多

くの方に本を届けたいとの思いか

ら、東西町地域振興協議会事務所

内に配本ステーションを設置して

この事業を推進しています。

２ヶ月ごとに本の入れ替えをし

ています。

ご希望の本がありましたらお気

軽にお申し付けください。

いつも近くに本がある環境を目

指して、図書館はこれからも皆さ

んと一緒に歩んでいきたいと思い

ます。 南部町立図書館

館長 新井宏則

班会議等で利用できます

班で集まりをされる場合は、

コミセンやつどいを無料で利用

できます。

利用申込みは、事務所で受け

付けています。

なお、つどいでは、飲酒や大

掛かりな調理はできませんので、

その場合は、コミセンをご利用

ください。

東西町スポーツ広場利用

２月16日(日)13:00～16:00

利用できません

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




