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７月７日(水)から８日(木)にかけて島根・鳥取に線状降水帯がかかり、東西町

も大雨にみまわれたため１区と２区の安否確認協力委員の皆さんに、早めの避難

準備や避難の呼びかけをしていただきました。自主避難所をつどいとコミセンに

開設しましたが、８日の午後には雨もあがり閉所しました。

翌週の12日(月)にも、明け方からの線状降水帯による雷と豪雨のため、朝８時

には避難所を自主開設しました。間もなく、西町１区２班 船越様宅前で山崩れ

が発生したので、山側の方に避難を呼びかけました。

コミセンが町指定の避難所となりましたので、つどいに避難して来られた方は

コミセンに移動してもらいました。午後には雨も止んで災害レベル４も解除にな

りました。殆どの方が帰宅されましたが、１区の３名の方はコミセンに残られ段

ボールベッドで夜を過ごされ、翌朝帰宅されました。

今回の大雨により、１区２班の山崩れ、２区３班の小規模な山崩れ、池の

周囲の道路が一部陥没、また、奥堤池の排水についての問題が発覚しまし

た。雨の降り方も雨量も過去に経験したことが無かったものでした。

今後もこのようなことが起こる

可能性がありますので、早めに

避難をするように日頃から準備

をしておいてください。

自分の命は自分で守りましょ

う！。

７月13日(火)町から貸与されている軽バンが新車

になり、プラザ西伯で受け渡し式がありました。

協議会が発足した時に町から貸与された１号車は

既に14年が経ち、修理回数も増えていました。

今回の新車(２号車)はパワステでハンドルも軽く

車高も１号車に比べて低く乗降しやすくなっていま

す。

防犯パトロー

ルや協議会の

町づくりの足

として活躍し

てくれます。

平成29年に会員名簿を作成してから４年が経過し

ています。入会・退会等の変更もかなりの件数あり

ましたので新たに作成することにしました。

また、２区に設置してあった案内看板が昨年の強

風で倒壊したことを受けて、住宅案内看板を全て撤

去しました。

住宅案内看板に代わるものとして住宅図を会員名

簿と一緒に配布いたしました。

会報「まち」で入会・退会のお知らせを掲載しま

すので、各自で追加・訂正をお願いします。

なお、個人情報ですので、取り扱いにはご注意く

ださい。また、個人情報の観点から、名簿への電話

番号の記載はしていません。

協議会号が新車になりました
会員名簿・住宅図を配布

令和３年７月７日からの線状降水帯による大雨

１区２班の山崩れ

避難所に指定されたコミセン

段ボールベッドを組み立てて設置し
ました

７月21日にドローンで山崩れ箇所の
航空写真を撮影されました。検証さ

れ復旧を検討されるようです。

日 曜日 ８月の予定表

1 日 写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

3 火

4 水

5 木 習字/万寿会GG

6 金 コミセン100体　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日

9 月 布とあそぶ/卓球/万寿会GG

10 火

11 水 野菜市9:00～

12 木 習字/万寿会GG

13 金 コミセン100体

14 土 銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　  ＊布類

15 日

16 月 ＜仏様送り＞  万寿会GG

17 火

18 水

19 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

20 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)

21 土 銭太鼓/ソフトバレー

22 日 写真

23 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水 健診結果説明会

26 木 習字/万寿会GG

27 金 コミセン100体                               　   ＊不燃ごみ

28 土
野菜市9:00～/運営委員会
銭太鼓/ソフトバレー/低山会

29 日 マージャン

30 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

31 火

９月の予定

20 月 子供みこし【実行委員会】
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マスクでの熱中症に注意！

１人での散歩や、人

のいないところではマ

スクは外しましょう。

こまめに水分を摂りましょう。

体調が悪い時は無理しないで休む

等、熱中症に気をつけましょう。

奥堤池に不法投棄が！

７月の大雨で奥堤池

の排水が出来ないこ

とがありました。

なんと！タイヤ等が排水

溝に詰まっていたことも原因でし

た。絶対にごみなどを捨ててはい

けません！！。

８月の野菜市

日時：11日(水)[盆花と野菜]
28日(土)

いずれも 9:00～
場所：つどい前

マイバッグや小銭の準備、マ
スク不着用の方はご遠慮くださ
い。
ふれあい通貨の利用ができます。

わくわくショップは休止します

事務所の休みについて

８月12日～15日の間は休みます。
緊急時には事務所及びコミセン玄関

に掲示してある連絡先にお願いします。

屋内デジタル防災放送

各ご家庭に設置してある屋内デジ

タル防災放送の東西町の放送時間に

ついて

東西町が放送する時間は、

主に夜８：１０～から行うことにし

ています。

なお、緊急時には即日放送をする

場合があります。

奥堤池に捨
てられてい

た２本のタイ

ヤ

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

★つどい100体及びコミセン100体は、

コロナ特別警報解除まで休止します。

★団体等の施設利用は２時間以内での

利用をお願いします。
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この制度は、交流と健康づくりを目的に、対象の行事に参加したり、毎日のウォーキングを行った場

合にポイントが付与されます。ポイントは地域通貨(ふれあい通貨)と交換でき、地域通貨は野菜市など

の対象の行事等で利用できるというものです。

令和２年度のポイントカードを提出された方は35名でした。

一番多くポイントを貯めた方で2,080円分のふれあい通貨を獲得され

ました。(１ポイント２円で計算、一の位は四捨五入)。

「自分のための健康づくりでポイントが貯まるなんて！」と喜びの声

をいただいています。

ふれあい通貨の利用期間は、今月から来年７月までです。コロナ禍

のため行事が中止になっていますが、野菜市やわくわくショップ、事

務所で販売している可燃ごみ袋にもご利用いただけます。

令和３年度のポイント制度は今月から開始されました。新しいポイ

ントカード(水色カード)は、協議会事務所及びコミセン玄関外の封筒に入

れてあります。また、各ポイント対象行事の会場でもお渡しします。

(※ポイント対象内容に変更があります。また、ポイント額は参加人数に

よって変更する場合もあります。)

＜注意事項＞

１．個人カードです。共用はできません。必ず氏名を記入してください。

２．カードの紛失等によるポイントの移行はできません。１人１枚です。

３．ポイントは当日の会場での付与のみです。忘れないように持参ください。

３月始めに開催された買い物支援事業の説明会に

参加しました。私は運転しないため、町外に居る娘

に１～２週間に１度、買い物に連れていってもらっ

ていました。買い物に行くと目につくものがたくさ

んあり、ついカゴの中に入れて何千円と買ってしま

います。試しにジョカを利用してみました。欲しい

物だけを頼んで自宅まで届けてもらえるので助かっ

ています。特にコロナ禍の今は、買い物での感染予

防等の心配もなく大変助かっています。

１区２班 長谷川礼子

７月３日(土)防災学習会を開催しました。

６月20日に防災訓練を行う計画でしたが、その日が

東西町コロナ集団接種日であったための変更です。

また、内容もコロナ禍のため少数での防災学習会

に変更し、安否確認協力委員リーダー、避難所対応

委員代表他と事務局の計10名で行いました。

町から田中防災監と桑名課長補佐(防災担当)にお

越しいただき、①災害レベルの変更 ②災害情報に

ついて ③コロナ禍での避難について ④新しくなっ

たハザードマップ等について説明があり、⑤ダンボー

ルベッドの組み立ても体験しました。

参加者から、「停電になった時の対応も必要では

ないか」や「どのようにしたら皆さんが自分のこと

として思ってもらえるのか」「繰り返し情報を発信

することやバーチャルで体験することも効果的では」

というご意見をいただきました。

防災学習会買い物支援事業利用者の声

ふれあい健康づくりポイント制度 ３年目に入りました

朝のバス待、子ども達がつどいのガラス戸

に寄りかかった時に、ガラスが割

れ２人がケガをしました。

直ぐに病院で処置をしていただ

き大事には至りませんでしたが、

少し間違えば大変なことになって

いたかもしれません。

きちんと待つようにしましょう。

つどいのガラスでケガ

ポイントと交換した
ふれあい通貨(地域通貨)

今年度のカード(水色カード)

ダンボールベッド
の組み立ても体験
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自転車を乗る時はヘルメットの着用をお願いしま

す。また、使わなくなったヘルメットのリユースを

すすめています。

ヘルメット着用！してください

・自転車利用者は乗車用ヘルメットをかぶるなどの

安全対策に努めましょう。

・子どもに自転車を利用させる時は乗車用ヘルメッ

トをかぶらせるように努めましょう。

ヘルメットをお譲り下さい

・利用しなくなったヘルメットをお持ちの方は協議

会までお持ちください。

・ヘルメットをお持ちでない方は、協議会に申し込

んで下さい。

★寄付されたヘルメットは、子ども育成会から

申し込み順にお渡しします。

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

鳥取県西部に新型コロナ厳重警戒宣言が発令されていま

すので、今年のラジオ体操は自宅で行っていただくこと

にしました。

日程：８月１日(日)～８月12日(木)

・ラジオ又はテレビ体操に合わせて各自

で行ってください。

・ふれあい健康づくりポイントカードへ体操を行っ

た日に各自で○を記入してください。

・ポイントカードはコミセン及び事務所玄関外の封

筒に入れてありますのでお取りください。

・ラジオ体操のスタンプカードは発行しません。

夏祭りに代わる

「元気だそう 東西町花火」打ち上げを調整中

閉塞感漂う毎日ですが、コ

ロナに負けないように「元気

だそう 東西町花火」の打ち

上げの準備をすすめています。

自宅や自宅周辺から、密に

ならないようご覧ください。

日程は調整中のため、放送でお知らせします。

仏様送り【町づくり部】

日時：８月16日（月）

受付と読経が同じ時間：14:30～15:00

場所：コミセン

・お供え物のご供養もします。陶器や金物等を除い

た可燃物のみ受付けます。

・お布施は要りません。

・コロナ禍のため、焼香後退室していただきます。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

一昨年、第３期地域づくり計画書作成のために、

地区外に出られた40歳代までの方にアンケートをお

願いしたお礼として、夏祭りの屋台等で使える「夏

祭りご利用券」をお渡ししていました。

コロナ禍で利用期限を今年の夏祭りまで延期して

いましたが、今年も開催できないため、野菜市やわ

くわくショップ、可燃ごみ袋(事務所で販売)でご利

用いただくことにしました。ご理解をお願いします。

利用期限は、令和４年３月31日までとします。

６月29日(火)米子警察署生活安全課の清海警部補

に来ていただき、青パト防犯パトロール講習会を開

催しました。８名の方が受講されパトロールの役割、

注意点、活動方法等を学びました。

そして、受講された皆さんは７月に入ると担当日

の防犯パトロールを約１時間かけて行われています。

呼びかけの声の主は、西伯小学校３年生亀山陽仁

さん(2-1)です。かわいい声で「少しの時間の外出

でもカギをかけましょう～・・・」と、事故や犯罪

のない安全安心な町づくりを呼びかけています。

青パトボランティアは、ふれあい健康づくりポイ

ント制度のボランティアポイントの対象にしていま

す。ご協力ありがとうございます。

ポイント
対象

第３期地域づくり計画書転出者アンケー
トによる「夏祭りご利用券」

子ども育成会からお願い

青パト講習会と防犯パトロール

入会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞

2区4班 渡辺裕一郎 東町81

８名が参加した青パト講習会
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会までお持ちください。

・ヘルメットをお持ちでない方は、協議会に申し込

んで下さい。

★寄付されたヘルメットは、子ども育成会から

申し込み順にお渡しします。

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

鳥取県西部に新型コロナ厳重警戒宣言が発令されていま

すので、今年のラジオ体操は自宅で行っていただくこと

にしました。

日程：８月１日(日)～８月12日(木)

・ラジオ又はテレビ体操に合わせて各自

で行ってください。

・ふれあい健康づくりポイントカードへ体操を行っ

た日に各自で○を記入してください。

・ポイントカードはコミセン及び事務所玄関外の封

筒に入れてありますのでお取りください。

・ラジオ体操のスタンプカードは発行しません。

夏祭りに代わる

「元気だそう 東西町花火」打ち上げを調整中

閉塞感漂う毎日ですが、コ

ロナに負けないように「元気

だそう 東西町花火」の打ち

上げの準備をすすめています。

自宅や自宅周辺から、密に

ならないようご覧ください。

日程は調整中のため、放送でお知らせします。

仏様送り【町づくり部】

日時：８月16日（月）

受付と読経が同じ時間：14:30～15:00

場所：コミセン

・お供え物のご供養もします。陶器や金物等を除い

た可燃物のみ受付けます。

・お布施は要りません。

・コロナ禍のため、焼香後退室していただきます。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

一昨年、第３期地域づくり計画書作成のために、

地区外に出られた40歳代までの方にアンケートをお

願いしたお礼として、夏祭りの屋台等で使える「夏

祭りご利用券」をお渡ししていました。

コロナ禍で利用期限を今年の夏祭りまで延期して

いましたが、今年も開催できないため、野菜市やわ

くわくショップ、可燃ごみ袋(事務所で販売)でご利

用いただくことにしました。ご理解をお願いします。

利用期限は、令和４年３月31日までとします。

６月29日(火)米子警察署生活安全課の清海警部補

に来ていただき、青パト防犯パトロール講習会を開

催しました。８名の方が受講されパトロールの役割、

注意点、活動方法等を学びました。

そして、受講された皆さんは７月に入ると担当日

の防犯パトロールを約１時間かけて行われています。

呼びかけの声の主は、西伯小学校３年生亀山陽仁

さん(2-1)です。かわいい声で「少しの時間の外出

でもカギをかけましょう～・・・」と、事故や犯罪

のない安全安心な町づくりを呼びかけています。

青パトボランティアは、ふれあい健康づくりポイ

ント制度のボランティアポイントの対象にしていま

す。ご協力ありがとうございます。

ポイント
対象

第３期地域づくり計画書転出者アンケー
トによる「夏祭りご利用券」

子ども育成会からお願い

青パト講習会と防犯パトロール

入会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞

2区4班 渡辺裕一郎 東町81

８名が参加した青パト講習会
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７月７日(水)から８日(木)にかけて島根・鳥取に線状降水帯がかかり、東西町

も大雨にみまわれたため１区と２区の安否確認協力委員の皆さんに、早めの避難

準備や避難の呼びかけをしていただきました。自主避難所をつどいとコミセンに

開設しましたが、８日の午後には雨もあがり閉所しました。

翌週の12日(月)にも、明け方からの線状降水帯による雷と豪雨のため、朝８時

には避難所を自主開設しました。間もなく、西町１区２班 船越様宅前で山崩れ

が発生したので、山側の方に避難を呼びかけました。

コミセンが町指定の避難所となりましたので、つどいに避難して来られた方は

コミセンに移動してもらいました。午後には雨も止んで災害レベル４も解除にな

りました。殆どの方が帰宅されましたが、１区の３名の方はコミセンに残られ段

ボールベッドで夜を過ごされ、翌朝帰宅されました。

今回の大雨により、１区２班の山崩れ、２区３班の小規模な山崩れ、池の

周囲の道路が一部陥没、また、奥堤池の排水についての問題が発覚しまし

た。雨の降り方も雨量も過去に経験したことが無かったものでした。

今後もこのようなことが起こる

可能性がありますので、早めに

避難をするように日頃から準備

をしておいてください。

自分の命は自分で守りましょ

う！。

７月13日(火)町から貸与されている軽バンが新車

になり、プラザ西伯で受け渡し式がありました。

協議会が発足した時に町から貸与された１号車は

既に14年が経ち、修理回数も増えていました。

今回の新車(２号車)はパワステでハンドルも軽く

車高も１号車に比べて低く乗降しやすくなっていま

す。

防犯パトロー

ルや協議会の

町づくりの足

として活躍し

てくれます。

平成29年に会員名簿を作成してから４年が経過し

ています。入会・退会等の変更もかなりの件数あり

ましたので新たに作成することにしました。

また、２区に設置してあった案内看板が昨年の強

風で倒壊したことを受けて、住宅案内看板を全て撤

去しました。

住宅案内看板に代わるものとして住宅図を会員名

簿と一緒に配布いたしました。

会報「まち」で入会・退会のお知らせを掲載しま

すので、各自で追加・訂正をお願いします。

なお、個人情報ですので、取り扱いにはご注意く

ださい。また、個人情報の観点から、名簿への電話

番号の記載はしていません。

協議会号が新車になりました
会員名簿・住宅図を配布

令和３年７月７日からの線状降水帯による大雨

１区２班の山崩れ

避難所に指定されたコミセン

段ボールベッドを組み立てて設置し
ました

７月21日にドローンで山崩れ箇所の
航空写真を撮影されました。検証さ

れ復旧を検討されるようです。

日 曜日 ８月の予定表

1 日 写真/万寿会ゴミ拾い

2 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

3 火

4 水

5 木 習字/万寿会GG

6 金 コミセン100体　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日

9 月 布とあそぶ/卓球/万寿会GG

10 火

11 水 野菜市9:00～

12 木 習字/万寿会GG

13 金 コミセン100体

14 土 銭太鼓/ソフトバレー　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　  ＊布類

15 日

16 月 ＜仏様送り＞  万寿会GG

17 火

18 水

19 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

20 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)

21 土 銭太鼓/ソフトバレー

22 日 写真

23 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

24 火 まちの保健室

25 水 健診結果説明会

26 木 習字/万寿会GG

27 金 コミセン100体                               　   ＊不燃ごみ

28 土
野菜市9:00～/運営委員会
銭太鼓/ソフトバレー/低山会

29 日 マージャン

30 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

31 火

９月の予定

20 月 子供みこし【実行委員会】
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マスクでの熱中症に注意！

１人での散歩や、人

のいないところではマ

スクは外しましょう。

こまめに水分を摂りましょう。

体調が悪い時は無理しないで休む

等、熱中症に気をつけましょう。

奥堤池に不法投棄が！

７月の大雨で奥堤池

の排水が出来ないこ

とがありました。

なんと！タイヤ等が排水

溝に詰まっていたことも原因でし

た。絶対にごみなどを捨ててはい

けません！！。

８月の野菜市

日時：11日(水)[盆花と野菜]
28日(土)

いずれも 9:00～
場所：つどい前

マイバッグや小銭の準備、マ
スク不着用の方はご遠慮くださ
い。
ふれあい通貨の利用ができます。

わくわくショップは休止します

事務所の休みについて

８月12日～15日の間は休みます。
緊急時には事務所及びコミセン玄関

に掲示してある連絡先にお願いします。

屋内デジタル防災放送

各ご家庭に設置してある屋内デジ

タル防災放送の東西町の放送時間に

ついて

東西町が放送する時間は、

主に夜８：１０～から行うことにし

ています。

なお、緊急時には即日放送をする

場合があります。

奥堤池に捨
てられてい

た２本のタイ

ヤ

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

★つどい100体及びコミセン100体は、

コロナ特別警報解除まで休止します。

★団体等の施設利用は２時間以内での

利用をお願いします。


