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仕事納め間近の12月27日(水)鳥取県知事公邸にて「地方自治法施行70周

年記念総務大臣表彰」の伝達式があり出席しました。

鳥取県からは、東西町地域振興協議会他４

団体が団体表彰、斎木県議他３名が個人表彰、

岩美町が市町村表彰を受けました。それぞれ

に知事からお祝いの言葉があった後、表彰状

伝達と記念撮影がありました。

１月７日(日)コミュ

ニティセンターで恒例

の新年会に併せて、昨

年11月20日に受賞した

総務大臣表彰の祝賀会

を開催しました。

町長はじめ、副町長、

課長の方々にご出席い

ただき、今年の年男・

年女の代表と一緒に受

賞への喜びと新年のお

祝いの鏡開きを行いまし

た。

祝賀会では、生産地交流をすすめている

日南町で収穫して作ったコンニャクの刺し

身と、手作りおでんを味わっていただきな

がら、原会長が、東西町地域振興協議会発

足後10年間の特徴ある事業についてスライ

ドにより発表を行いました。この発表の内

容から出題されるクイズの上位正解者には

記念品が贈られるとあって、熱心にそして真

剣な面持ちで耳を傾け、そして大いに盛り

上がりました。

ご多忙の中、列席いただいたご来賓か

ら祝辞をいただき、今後も地域あげて安全

で安心な町づくりを目指す上で大きな力に

なりました。

平成29年度新年会及び地方自治法施行70周年総務大臣表彰受賞祝賀会

総務大臣表彰伝達式

来賓も一緒にクイズ問題の答
えあわせにハラハラドキドキ年男・年女の代表と一緒に威勢良く鏡開き

ご来賓と一緒の記念写真

知事公邸にて知事との記念写真たてと表彰状

東西町の新年とともにお祝いしました

日 曜日 ２月の予定表
1 木 万寿会軽体操/習字

2 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

3 土 ＜スキー＆スノーボード教室＞　ソフトバレー

4 日 ＜南部町バウンスボール大会＞　写真

5 月 放課後児童クラブ運営委員会

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水

8 木 習字

9 金 笑いヨガ

10 土 そばの会/ソフトバレー

11 日 マージャン/クリーンウォーク

12 月

13 火

14 水 ハンドメイド

15 木
万寿会軽体操/習字
放課後児童クラブ新年度利用者説明会

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～/手話/ソフトバレー/低山会

18 日

19 月

20 火

21 水 ３区サロン

22 木 習字

23 金

24 土 ソフトバレー

25 日 １区区会

26 月 うたの会

27 火 まちの保健室

28 水 ハンドメイド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

３月の予定
4 日 健康講演会【福祉部・健康増進委員】

11 日 リサイクル【青少年育成会】

25 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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わくわくショップ

２月から再開します

野菜市

１月～３月まで休みます

４月から再開します

東西町スポーツ広場の

工事が進んでいます

コミセン前の道路から見えるのは、

トイレの工事です。次は東屋の工事

へと・・・着々と完成に近づいてい

ます。

もうしばらくお待ちください。

ありがとうございます

この寒い冬にも心暖まる声が届

きます。

「西町の郷」の玄関と駐車場の雪

かきや、西町の坂道に融雪剤をま

いてくださっている方がいらっしゃ

るようです。

また、郵便局前の山側の側溝に

溜まっている落ち葉を、設置して

あるかごに入れてくださる方もお

られるようです。

班会議等で施設をご利用下さい

班で集まりをされる時に、つどい

やコミセンの利用が無料でできます。

なお、つどいでは大掛かりな炊事

や飲食、飲酒はできません。その場

合はコミセンをご利用ください。

申込みは協議会事務局で受付けて

いますのでご連絡ください。

１月12日気温が氷点下となり、久しぶりに
つららを見ることができました。

注：今月は分別ごみ収集
日程に変更があります

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
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１月14日(日)9：30～ふるさと交流センターで東西町バウ

ンスボール大会を開催しました。

南部町体育協会バウンスボール部から三好さんら３名の方

に審判や競技指導をしていただきました。

早速、対戦相手を決めてトーナメントで予選開始。４区と

３区の対戦では３区が勝利。一方の１区は、選手が揃わずバ

ウンスボール部の助っ人が入りオープン参加となり２区に快

勝。決勝は３区とオープン参加の１区で、３区が圧勝し優勝

しました。２位３位決めは２区と４区がフルセットの末、女

性パワー炸裂の２区が勝利し２位。４区が３位という結果に

なりました。(１区はオープン参加のため順位には入らない)

寒い中でしたが、珍プレー続出の楽しい大会になりました。

２月４日

(日)の町大

会に向け練

習会を行い

優勝を目指

します。

東西町バウンスボール大会

１月７日(日)新年会に先だち、とんどさんが行われま

した。今年から福田正八幡宮の相見宮司より、とんどさ

ん(左義長祭)の祝詞を頂き、一年間の地域の安全・無病

息災・家内安全などを祈願し奏上いたしました。

この数年間は雪もなく温かく、８時からの開催でした

が開始と同時に沢山の皆さんが来場されました。

今年の恵方は「南南東」、今年も新年への意気込みや

文字の上達を願って「書き初め」を行いました。

また、昨年に続いて「ぜんざい」を60人前準備しまし

たが、すぐの間になくなりました。事前準備からお世話いただきました町づく

り部の皆さん、ありがとうございました。

町づくり部長 石田泰弘

とんどさん

高く上がった書き初めに文字の上達を願いました

８時になると石田町づくり部長が祝詞を奏上し、その後に
火入れが行われました から

今年も習字教室の片山さん(1-4)に
指導していただきました

親子や夫婦の参加もあり大いに盛り上がりました

１月19日(金)厚生労働省から委託を受け

られた一般財団法人日本総合研究所から

「地域共生社会を実現するための住民主体

の地域づくり」の構築事例収集の為に、現

地訪問（西町の郷を含めて）とヒアリング

に２名の研究員が見えました。

東北・中国地方の各県から１ヶ所を取組

モデルとして選び、その事例を全国の自治

体などに報告・提案されるとのことです。

日本総合研究所が来訪

ヒアリングに対応する担当課と原会長

ぜんざいや甘酒も大人気

第１２７号 東西町地域振興協議会 平成３０年２月１日

3

町バウンスボール大会【人づくり部】

日 時：２月４日(日)

場 所：農業者トレーニングセンター(上靴必要）

競 技：各地域振興協議会対抗戦

Ａ：50歳未満

Ｂ：50歳以上

混合(１チーム３名以上10名まで)

＊出場選手に必ず１名以上の女子が入ること

健康講演会【福祉部・健康増進委員】

日 時：３月４日(日)13：30～14：30

場 所：つどい

講演内容:「肺がん最前線」

～ここまできた、これからもっと良くなる

肺がん治療のすべて～

講師：鳥取大学 中村教授

＊詳細は後日、回覧でお知らせいたします

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

１月11日(木)朝６時の積雪量が20cmとなりました

ので、今季初の除雪ボランティアの出動となりまし

た。翌12日も積雪量が30cmあり連日の出動となり、

旧国道の歩道（往復で1,400m）の除雪に大奮闘でし

た。

今季から除雪ボランティ

アに小飯さん(1-2)、長野

さん(2-1)、山崎さん(2-1)

が加わっていただき、計８

名が３名体制でローテーショ

ンを組んで出動しています。

作業後には慰労を兼ねて

心ばかりのモーニングを提

供しました。ありがとうご

ざいます。

除雪ボランティア出動！

「わくわくショップ」

継続の決意を新たに

買い物機会の提供と交流を目的として開

催している「わくわくショップ」も11年を迎え

ました。これまでの活動を、スタッフはもとより

縁の下の力持ちとして陰から支えていただいてい

ますご家族もお呼びして、感謝を込めた懇親会を

開催しました。今後も継続して行く決意を新た

にしました。

毎月１回(第３土曜日10:30～)

どうぞみなさんお気軽にご来店く

ださい。

高 木 祐 哉(１区１班）

荒 木 裕 将(１区１班)

国 本 純 平(２区１班)

遠 藤 さゆき(２区３班)

福 家 京 香(３区１班)

門 脇 澪(４区５班)

平成29年度成人式名簿を参考にしています

新成人に贈る言葉

壁というのは、できる人にしかやってこない。

超えられる可能性がある人にしかやってこない。

だから、壁がある時はチャンスだと思っている。

イチロー

祝 成人

ボランティアで頑張っていた
だいています。

昭和47年に当時入居されていた９軒でニュータウ

ン自治会が出来てから、あと３年(2020年)で50周年

を迎えます。

３年前に全戸に呼びかけて提供いただいた自治会

報、写真などの中から主

だった資料を拾い出し、

50周年記念に向けてデ

ジタルデーター化の準

備を進めています。

東西町創成50周年に向けて

膨大な資料を整理しています

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

４区１班 三輪重実 福成915-17

１区６班 谷畑拓馬 西町32

＜退去・退会＞

３区３班 持田敦子 東町243
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祝賀会では、生産地交流をすすめている

日南町で収穫して作ったコンニャクの刺し

身と、手作りおでんを味わっていただきな

がら、原会長が、東西町地域振興協議会発

足後10年間の特徴ある事業についてスライ

ドにより発表を行いました。この発表の内

容から出題されるクイズの上位正解者には

記念品が贈られるとあって、熱心にそして真

剣な面持ちで耳を傾け、そして大いに盛り

上がりました。

ご多忙の中、列席いただいたご来賓か

ら祝辞をいただき、今後も地域あげて安全

で安心な町づくりを目指す上で大きな力に

なりました。
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来賓も一緒にクイズ問題の答
えあわせにハラハラドキドキ年男・年女の代表と一緒に威勢良く鏡開き

ご来賓と一緒の記念写真

知事公邸にて知事との記念写真たてと表彰状

東西町の新年とともにお祝いしました

日 曜日 ２月の予定表
1 木 万寿会軽体操/習字

2 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

3 土 ＜スキー＆スノーボード教室＞　ソフトバレー

4 日 ＜南部町バウンスボール大会＞　写真

5 月 放課後児童クラブ運営委員会

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水

8 木 習字

9 金 笑いヨガ

10 土 そばの会/ソフトバレー

11 日 マージャン/クリーンウォーク

12 月

13 火

14 水 ハンドメイド

15 木
万寿会軽体操/習字
放課後児童クラブ新年度利用者説明会

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～/手話/ソフトバレー/低山会

18 日

19 月

20 火

21 水 ３区サロン

22 木 習字

23 金

24 土 ソフトバレー

25 日 １区区会

26 月 うたの会

27 火 まちの保健室

28 水 ハンドメイド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

３月の予定
4 日 健康講演会【福祉部・健康増進委員】

11 日 リサイクル【青少年育成会】

25 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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わくわくショップ

２月から再開します

野菜市

１月～３月まで休みます

４月から再開します

東西町スポーツ広場の

工事が進んでいます

コミセン前の道路から見えるのは、

トイレの工事です。次は東屋の工事

へと・・・着々と完成に近づいてい

ます。

もうしばらくお待ちください。

ありがとうございます

この寒い冬にも心暖まる声が届

きます。

「西町の郷」の玄関と駐車場の雪

かきや、西町の坂道に融雪剤をま

いてくださっている方がいらっしゃ

るようです。

また、郵便局前の山側の側溝に

溜まっている落ち葉を、設置して

あるかごに入れてくださる方もお

られるようです。

班会議等で施設をご利用下さい

班で集まりをされる時に、つどい

やコミセンの利用が無料でできます。

なお、つどいでは大掛かりな炊事

や飲食、飲酒はできません。その場

合はコミセンをご利用ください。

申込みは協議会事務局で受付けて

いますのでご連絡ください。

１月12日気温が氷点下となり、久しぶりに
つららを見ることができました。

注：今月は分別ごみ収集
日程に変更があります

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


