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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15日(月)町長、副町長、担当部局の課長が地域に出

向き、集落の方等と地域の課題を直接話し合う「東西町地

域円卓会議」が開催され、東西町地域の課題である「空き

家・空き地対策」を中心に意見交換を行いました。

東西町からは、運営委員会の委員と、近年東西町に家を

建てられた若い方２名(30代～40代)も出席され、何故東西

町に家を建てたのか？や、広報の方法等の意見を聞くこと

ができ、今後の町づくりの参考になる話が出た、とても有

意義な会議になりました。

皆さんから出ました平成31年度の新規の町政要望

は、12件ありました。(昨年より半減)

町づくり部と事務局で現地を確認し、その結果を

運営委員会で協議しました。

地区で対応出来るものを除き、東西町からの要望

として町へ提出することにし、過年度分で終了して

いない要望事項は、

継続分として合わせ

て町へ提出すること

としました。

町政要望のとりまとめ

10月14日(日)秋の一斉清掃が行われました。

早朝から小雨模様のため、ラジオ体操を中止にし、

８時から作業を開始しました。

各班の皆さんが力を合わせて宅地回りの除草や側

溝等、公共スペースの清掃を行われました。

今後もきれいな東西町の維持にご協力をお願いし

ます。

地域円卓会議

若い方々の意見がとても参考になりました

協議会事務所から見られた２区５班の清掃の様子と交流風景

秋の一斉清掃

泥はダンプを要請し、
班員で積み込みを行っ

ていただきました

４区バス停前や歩道の除草

児童が下校後、バス停から東町中央道右側を歩き、道路横断し
児童クラブへ向かいます。道路横断する場所への横断歩道の新

設を要望

補修道路の穴等を
確認

撮影：町づくり部 内田

日 曜日 １１月の予定表
1 木 コミセン100体/習字/男のクッキング

2 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

3 土 銭太鼓/ソフトバレー

4 日 写真/万寿会ゴミ拾い

5 月

6 火
つどい100体/(外)４区サロン/防災訓練企画会議
人権学習推進委員会

7 水

8 木 コミセン100体/習字

9 金 笑いヨガ

10 土
＜干し芋づくり＞　野菜市8:00頃～
そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

11 日 マージャン

12 月

13 火 つどい100体

14 水 ハンドメイド

15 木 習字

16 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

18 日 ＜東西町防災訓練＞

19 月

20 火 つどい100体

21 水

22 木 コミセン100体/習字

23 金 ＜役員研修会＞

24 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

25 日 ＜リサイクル＞

26 月 うたの会

27 火 まちの保健室

28 水 ハンドメイド

29 木 コミセン100体

30 金 ＊不燃ごみ

１２月の予定
2 日 時短クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

9 日 コミセン大掃除・利用者同好会会議、消火・避難訓練【事務局】

16 日 歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

16 日 小型除雪機安全講習会【事務局】
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所有者のいないネコにえさを与

えているあなたは飼い主です

地区内でネコが増えて

います。それと並行し

て苦情も増えて来ます。

ネコ好きな方には辛いでしょう

が野良ネコでも一度えさを与える

と飼い主です。

飼いネコは去勢をし、屋外に出

さないようにお願いします。

わくわくショップで刃物研ぎ

12月のわくわくショップで刃物

研ぎを行います。

日時：12月15日(土)8：00～

場所：つどい駐車場

作業時間に限りがありますので、

お早めにご持参ください。

西伯小学校下校バス時間が
変更になりました

下校バスの時間変更に伴い、ニ

コニコ定時放送も変更しています。

児童が帰ってくる頃の散歩等で

の見守りを引き続きお願いします。

子ども達にも大きな声で挨拶す

ること等をご家族で話してくださ

い。

秋の一斉清掃後の班会議で

次年度の班長についての話を

されたところもあるのではない

でしょうか？

４区のある班では、「次の班

長の３年後には90歳を超えてい

るので、来年させてもらえませ

んか？と独居女性から提案が出

たそうです。

これを聞いて大変うれしく思

いました。

高齢化が進んで行く中、若い

人にばかりに頼るのではなく、

自分でできることをしようとさ

れることに感動しました。

このような方が増え、支え合

いが進む町になるといいですね。

記載の変更について

つどい100歳体操 ⇒つどい100体

コミセン100歳体操 ⇒コミセン100体

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７日(日)予定していた第39回東西町運動会は、

台風25号の影響により中止といたしました。

その前の週末には24号の影響で自主避難所を開設

したばかり、２週連続で台風接近となりました。

他の協議会では早々と中止の決定をしたところや、

我が地区と同じように判断に困り悩んでいるところ

もあるようでした。

ほぼ準備が整った３日前に、急遽実行委員長や副

部長、区長にお集まりいただき意見を聞くことにし

ました。日本海側を通過するということで、強風に

よる事故等の危険性があるため中止にしようという

結論になりました。

各区でも応援や慰労会の準備等を進められていた

ようですが、購入済みの慰労会用の商品等は一斉清

掃時に各班に分配され、運動会費の残金については、

次年度に繰り越すという形を取りました。

結局、当日の開催は可能でしたが、被害が無かっ

たのがなによりでした。

来年は盛大な運動会にしましょう。

第39回東西町運動会は中止

10月20日(土)に健康ウォーキングを行いました。

今回は地元の多彩な魅力を再発見ということで、緑

水湖周辺の散策、参加者の開運を祈願したく日南町

樂樂福神社へ参拝、最後に道の駅「にちなん日野川

の郷」で休憩と豪

華？３本立てを企

画しました。

当日は好天に恵

まれ、緑水湖周辺

約４kmを１時間か

けて散策し、樂樂

福神社では日南町

観光協会職員による神社の由来等の説明を聞き、道

の駅で野菜、米、トマトジュース等の地産商品を購

入して帰りまし

た。

健康増進委員

入江信夫

10月13日(土)つどいで干支「亥」づくりを行いま

した。

12年前に「子」から始まった干支づくりが、いよ

いよ最後とあって14名もの方が参加されました。

今回も指導は阿部栄子さん(1-1)にお願いし、ち

りめんの人形型で猪を制作

しました。これまでに

は、押し絵、木目込み

等、その干支に合った

手法のものもあり、様々

な12支が出来上がりまし

た。

作品展で展示されます

11月９日(金)～11日(日）農業者トレーニングセンター

11月18日(日)ふるさと交流センター

干支づくり

８月11日(土)平成最後の夏休みの思い出作りとし

て３年ぶりとなる、こども会、中学育成会、青少年

育成会合同でのバス遠足に行きました。

宍道湖自然館ゴビウス～ワイナリー～出雲大社

小学生36名、中学生８名、幼児６名、大人31名、

合計81名の参加で大変賑やかな旅行になりました。

青少年育成会会長 松本和緒

健康ウォーキング

青少年育成会との合同お楽しみ会

完成品 親子の「亥」

「緑水園に、いコース」をウォーキング

樂樂福神社の名前の由来は？

昼食は島根ワイナリー

のバーベキューに舌

鼓。

大人は試飲コーナー

でほろ酔い気分。

猛暑の出雲大社で集合写真
早く撮って～と、これもいい思

い出に
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生産者との交流会・干し芋づくり【町づくり部】

日時：１１月１０日(土)13:00～17：00

場所：コミセン

参加料：1人300円

申込み：11月6日(火)まで

東西町防災訓練【事務局】

今年は、大雨での土砂災害発生想定での防災訓練

を行ないます。どうぞご参加、ご協力をお願いしま

す。

日時：１１月１８日（日）9：00～11:30

詳細は、回覧でお知らせします。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：１１月２５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：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください。

ダンボールもひもでまとめてください。

アルミ缶は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。

子供達の積み込み等のご協力もお願いします。

簡単(時短)クッキング【福祉部】

今回で最後のため、対象を拡大して開催します。

日時：１２月２日(日)10:00～13:00 コミセン

参加料：１世帯200円(託児も行ないます。)

メニュー：白菜を使って簡単でいろいろな料理が！

指導者：佐藤美知子さん、野口裕子さん

対象：子どものいる家庭及び独居の方

申込み：11月22日(木)まで

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

一斉清掃に合わせて、奥

堤池の排水口の清掃を行い

ました。枝や落ち葉で排水

口が塞がれていると、大雨

の時には決壊することもあ

りますので、事務局で定期

的に清掃を行っています。

10月23日(火)「地域運営組織の形成及び持続的な

運営に関する調査研究」の一環で総務省の地域支援

室の事務官、研究会委員の大学教授、コンサルティ

ング会社員、県の担当者等計８名が調査に来られま

した。

協議会が出来る前の状況から協議会発足後の活動

の進展状況、地域課題にどのように取り組んだか、

人材の確保と育成方法は、そしてこれからの課題は

何か等、事前に提示されていた調査事項に説明をし

ました。

活発な質疑があり、予定の２時間を超えてしまい

ました。全国的に見ても大変うまく行っている地域

運営組織と

の評価をい

ただきまし

た。

奥堤池の排水口の清掃

10月11日(木)古賀総務大臣政務官が現地視察に来

られました。県から鳥取県元気づくり総本部寺口局

長等と、南部町からは陶山町長はじめ田村企画政策

課長や担当者が同行されました。

会長不在のため、事務局員の黒木が対応しました。

１時間弱の視察時間の内、東西町地域振興協議会の

取り組み説明の持ち時間は僅か14分。この時間では

説明できないほどの事業の多さに古賀政務官から握

手と激励の言葉を

いただきました。

総務大臣政務官視察

意見交換会も終始和やかな雰囲気で進みました

総務省より地域運営組織の現地調査

古賀政務官(左から
お二人目)と同行され
た総務省の方々

総務省と委員の方に説明する原会長



第１３６号 東西町地域振興協議会 平成３０年１１月１日

2

10月７日(日)予定していた第39回東西町運動会は、

台風25号の影響により中止といたしました。

その前の週末には24号の影響で自主避難所を開設

したばかり、２週連続で台風接近となりました。

他の協議会では早々と中止の決定をしたところや、

我が地区と同じように判断に困り悩んでいるところ

もあるようでした。

ほぼ準備が整った３日前に、急遽実行委員長や副

部長、区長にお集まりいただき意見を聞くことにし

ました。日本海側を通過するということで、強風に

よる事故等の危険性があるため中止にしようという

結論になりました。

各区でも応援や慰労会の準備等を進められていた

ようですが、購入済みの慰労会用の商品等は一斉清

掃時に各班に分配され、運動会費の残金については、

次年度に繰り越すという形を取りました。

結局、当日の開催は可能でしたが、被害が無かっ

たのがなによりでした。

来年は盛大な運動会にしましょう。

第39回東西町運動会は中止

10月20日(土)に健康ウォーキングを行いました。

今回は地元の多彩な魅力を再発見ということで、緑

水湖周辺の散策、参加者の開運を祈願したく日南町

樂樂福神社へ参拝、最後に道の駅「にちなん日野川

の郷」で休憩と豪

華？３本立てを企

画しました。

当日は好天に恵

まれ、緑水湖周辺

約４kmを１時間か

けて散策し、樂樂

福神社では日南町

観光協会職員による神社の由来等の説明を聞き、道

の駅で野菜、米、トマトジュース等の地産商品を購

入して帰りまし

た。

健康増進委員

入江信夫

10月13日(土)つどいで干支「亥」づくりを行いま

した。

12年前に「子」から始まった干支づくりが、いよ

いよ最後とあって14名もの方が参加されました。

今回も指導は阿部栄子さん(1-1)にお願いし、ち

りめんの人形型で猪を制作

しました。これまでに

は、押し絵、木目込み

等、その干支に合った

手法のものもあり、様々

な12支が出来上がりまし

た。

作品展で展示されます

11月９日(金)～11日(日）農業者トレーニングセンター

11月18日(日)ふるさと交流センター

干支づくり

８月11日(土)平成最後の夏休みの思い出作りとし

て３年ぶりとなる、こども会、中学育成会、青少年

育成会合同でのバス遠足に行きました。

宍道湖自然館ゴビウス～ワイナリー～出雲大社

小学生36名、中学生８名、幼児６名、大人31名、

合計81名の参加で大変賑やかな旅行になりました。

青少年育成会会長 松本和緒

健康ウォーキング

青少年育成会との合同お楽しみ会

完成品 親子の「亥」

「緑水園に、いコース」をウォーキング

樂樂福神社の名前の由来は？

昼食は島根ワイナリー

のバーベキューに舌

鼓。

大人は試飲コーナー

でほろ酔い気分。

猛暑の出雲大社で集合写真
早く撮って～と、これもいい思

い出に

第１３６号 東西町地域振興協議会 平成３０年１１月１日

3

生産者との交流会・干し芋づくり【町づくり部】

日時：１１月１０日(土)13:00～17：00

場所：コミセン

参加料：1人300円

申込み：11月6日(火)まで

東西町防災訓練【事務局】

今年は、大雨での土砂災害発生想定での防災訓練

を行ないます。どうぞご参加、ご協力をお願いしま

す。

日時：１１月１８日（日）9：00～11:30

詳細は、回覧でお知らせします。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：１１月２５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：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください。

ダンボールもひもでまとめてください。

アルミ缶は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。

子供達の積み込み等のご協力もお願いします。

簡単(時短)クッキング【福祉部】

今回で最後のため、対象を拡大して開催します。

日時：１２月２日(日)10:00～13:00 コミセン

参加料：１世帯200円(託児も行ないます。)

メニュー：白菜を使って簡単でいろいろな料理が！

指導者：佐藤美知子さん、野口裕子さん

対象：子どものいる家庭及び独居の方

申込み：11月22日(木)まで

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

一斉清掃に合わせて、奥

堤池の排水口の清掃を行い

ました。枝や落ち葉で排水

口が塞がれていると、大雨

の時には決壊することもあ

りますので、事務局で定期

的に清掃を行っています。

10月23日(火)「地域運営組織の形成及び持続的な

運営に関する調査研究」の一環で総務省の地域支援

室の事務官、研究会委員の大学教授、コンサルティ

ング会社員、県の担当者等計８名が調査に来られま

した。

協議会が出来る前の状況から協議会発足後の活動

の進展状況、地域課題にどのように取り組んだか、

人材の確保と育成方法は、そしてこれからの課題は

何か等、事前に提示されていた調査事項に説明をし

ました。

活発な質疑があり、予定の２時間を超えてしまい

ました。全国的に見ても大変うまく行っている地域

運営組織と

の評価をい

ただきまし

た。

奥堤池の排水口の清掃

10月11日(木)古賀総務大臣政務官が現地視察に来

られました。県から鳥取県元気づくり総本部寺口局

長等と、南部町からは陶山町長はじめ田村企画政策

課長や担当者が同行されました。

会長不在のため、事務局員の黒木が対応しました。

１時間弱の視察時間の内、東西町地域振興協議会の

取り組み説明の持ち時間は僅か14分。この時間では

説明できないほどの事業の多さに古賀政務官から握

手と激励の言葉を

いただきました。

総務大臣政務官視察

意見交換会も終始和やかな雰囲気で進みました

総務省より地域運営組織の現地調査

古賀政務官(左から
お二人目)と同行され
た総務省の方々

総務省と委員の方に説明する原会長
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HP： 東西町地域振興協議会 検索

10月15日(月)町長、副町長、担当部局の課長が地域に出

向き、集落の方等と地域の課題を直接話し合う「東西町地

域円卓会議」が開催され、東西町地域の課題である「空き

家・空き地対策」を中心に意見交換を行いました。

東西町からは、運営委員会の委員と、近年東西町に家を

建てられた若い方２名(30代～40代)も出席され、何故東西

町に家を建てたのか？や、広報の方法等の意見を聞くこと

ができ、今後の町づくりの参考になる話が出た、とても有

意義な会議になりました。

皆さんから出ました平成31年度の新規の町政要望

は、12件ありました。(昨年より半減)

町づくり部と事務局で現地を確認し、その結果を

運営委員会で協議しました。

地区で対応出来るものを除き、東西町からの要望

として町へ提出することにし、過年度分で終了して

いない要望事項は、

継続分として合わせ

て町へ提出すること

としました。

町政要望のとりまとめ

10月14日(日)秋の一斉清掃が行われました。

早朝から小雨模様のため、ラジオ体操を中止にし、

８時から作業を開始しました。

各班の皆さんが力を合わせて宅地回りの除草や側

溝等、公共スペースの清掃を行われました。

今後もきれいな東西町の維持にご協力をお願いし

ます。

地域円卓会議

若い方々の意見がとても参考になりました

協議会事務所から見られた２区５班の清掃の様子と交流風景

秋の一斉清掃

泥はダンプを要請し、
班員で積み込みを行っ

ていただきました

４区バス停前や歩道の除草

児童が下校後、バス停から東町中央道右側を歩き、道路横断し
児童クラブへ向かいます。道路横断する場所への横断歩道の新

設を要望

補修道路の穴等を
確認

撮影：町づくり部 内田

日 曜日 １１月の予定表
1 木 コミセン100体/習字/男のクッキング

2 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

3 土 銭太鼓/ソフトバレー

4 日 写真/万寿会ゴミ拾い

5 月

6 火
つどい100体/(外)４区サロン/防災訓練企画会議
人権学習推進委員会

7 水

8 木 コミセン100体/習字

9 金 笑いヨガ

10 土
＜干し芋づくり＞　野菜市8:00頃～
そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

11 日 マージャン

12 月

13 火 つどい100体

14 水 ハンドメイド

15 木 習字

16 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

18 日 ＜東西町防災訓練＞

19 月

20 火 つどい100体

21 水

22 木 コミセン100体/習字

23 金 ＜役員研修会＞

24 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

25 日 ＜リサイクル＞

26 月 うたの会

27 火 まちの保健室

28 水 ハンドメイド

29 木 コミセン100体

30 金 ＊不燃ごみ

１２月の予定
2 日 時短クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

9 日 コミセン大掃除・利用者同好会会議、消火・避難訓練【事務局】

16 日 歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

16 日 小型除雪機安全講習会【事務局】
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所有者のいないネコにえさを与

えているあなたは飼い主です

地区内でネコが増えて

います。それと並行し

て苦情も増えて来ます。

ネコ好きな方には辛いでしょう

が野良ネコでも一度えさを与える

と飼い主です。

飼いネコは去勢をし、屋外に出

さないようにお願いします。

わくわくショップで刃物研ぎ

12月のわくわくショップで刃物

研ぎを行います。

日時：12月15日(土)8：00～

場所：つどい駐車場

作業時間に限りがありますので、

お早めにご持参ください。

西伯小学校下校バス時間が
変更になりました

下校バスの時間変更に伴い、ニ

コニコ定時放送も変更しています。

児童が帰ってくる頃の散歩等で

の見守りを引き続きお願いします。

子ども達にも大きな声で挨拶す

ること等をご家族で話してくださ

い。

秋の一斉清掃後の班会議で

次年度の班長についての話を

されたところもあるのではない

でしょうか？

４区のある班では、「次の班

長の３年後には90歳を超えてい

るので、来年させてもらえませ

んか？と独居女性から提案が出

たそうです。

これを聞いて大変うれしく思

いました。

高齢化が進んで行く中、若い

人にばかりに頼るのではなく、

自分でできることをしようとさ

れることに感動しました。

このような方が増え、支え合

いが進む町になるといいですね。

記載の変更について

つどい100歳体操 ⇒つどい100体

コミセン100歳体操 ⇒コミセン100体

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


