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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

６月６日(日)一斉清掃及び消火栓とホース接続訓

練が行われました。

一斉清掃

ラジオ体操で準備運動を行った後、班長の指示に

そって自宅周辺や側溝等の清掃、公共スペースの除

草を行っていただきました。

カーブの多い東西町ですが、町道に面した班は歩

道脇の草や泥も取り除いていただき、とても見通しが

良くなりました。地区内どこもきれいになりました。

消火栓とホース接続訓練

４月に地区内で火災が発生したことを受け、清掃終

了後には、全班で消火栓とホース接続訓練をそれぞれ

に実施していただきました。

理事・班長は、５月９日の消火栓とホース接続講習

会で学んだ手順を、班員の皆さんと一緒に確認していただきました。

後日、班長から訓練についての報告書を出してもらい

ましたので、その中で多かった意見をご紹介します。

●皆さんの意欲がすごかった ●とても多くの方が参加

された ●実際にやってみて良くわかった

●ホースの巻き方の意味がわかった ●事前に錆止め

などをしてもらっていたのでスムーズに接続部分の脱

着ができて良かった ●消火栓に水や泥が溜まってい

る ●継続してほしい、等でした。

秋には、今回使用しなかった消火栓で訓練を行うこ

とにしています。

出張消火器使用講習会(４区１班)消火栓での放水

例年どおり米子消防署南部出張所の署員から

丁寧な説明をいただき、班員全員が水消火器で

消火訓練を行いました。

その後、消火栓とホース接続訓練を行いまし

たが、今回から、出張消火器講習会を実施する

班は、放水も行うことにしました。

班長からの報告書には、「消火器の使い方は

参加者全員が体験ができて良かった。」

「消火栓での放水については、イザという時に

少しでも慌てず対応ができるようになったと思

います。」との感想がありました。

春の一斉清掃及び消火栓とホース接続訓練

４区１班、山に向けて放水しました。

チビッコも一緒に訓
練に参加しました。
自分の命を守るのは
自分たちです。

歩道脇の除草と土砂も取り除いていただきスッキリしました

班ごとで班長・
理事のみなさ

んによる消火

栓とホース接

続訓練が実施

されました。

参加者全員が体験した水消火器での出張消火器使用講習会

放水

日 曜日 ７月の予定表
1 木 習字/万寿会GG

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

3 土 ＜防災学習会＞銭太鼓/ソフトバレー

4 日 万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

6 火

7 水

8 木 習字/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土
野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー
【東西町コロナワクチン集団接種日】

11 日 写真/マージャン

12 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

13 火

14 水 集団検診

15 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

16 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)・乾・蛍

17 土 銭太鼓/ソフトバレー

18 日 ＜通報・避難・消火訓練、AED講習会＞

19 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

20 火

21 水

22 木 <夏休み みんなでラジオ体操～８月12日まで>　万寿会GG

23 金 コミセン100体

24 土
野菜市9:00～　【４区区会・分別ごみ説明会】
ソフトバレー/低山会

25 日

26 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

27 火 まちの保健室

28 水

29 木 万寿会GG

30 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

31 土 銭太鼓/ソフトバレー　【東西町コロナワクチン集団接種日】

８月の予定
夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 月 仏様送り【町づくり部】

未定
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災害時の避難

避難とは、施設避難

だけではありません。

在宅避難、知人宅や親

戚等への避難、車中避難、ホテル

等があります。

特にコロナ禍では避難所受入れ

人数に限りがありますので、分散

避難も検討してください。

自分の身は自分で守りましょう。

災害を食い止めることには限界

がありますので、重要なことは、

日頃から備えておくことです。

今までにお配りしています「あ

なたの家はレッドゾーン・イエロー

ゾーン」や「自宅の危険度と避難

の方法は？」を今一度ご確認くだ

さい。

道路での遊びに注意！！

土日や放課後になると楽しそう

に地区内で遊んでいる子どもたち

の声がします。

過去にも車との接触事故が起き

たことがあります。運転される方

は地区内は徐行を守ってください。

また、保護者へは、ボール遊び

等の危険な遊びは

道路でしないよう

に日頃からよく話

しあってください。

東西町スポーツ広場利用

スポーツ広場の利用は教育委

員会での予約が優先となってい

ますので、ご理解をお願いしま

す。

★防災放送が流れる戸別受信機

の乾電池チェックをお願いしま

す。

停電時には電池を電源として

使用しますので、１年を目安に

交換をお願いします。

交換方法は、情報なんぶ６月

号に掲載してあります。

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

＜なんぶっこ
夏休み塾＞
22(木)
23(金)
24(土)
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地域通貨のご利用期限

会報「まち」６月号でもお知らせしていますが、

地域通貨のご利用は７月17日までとなっています。

コロナ禍のために地域通貨として使用できる行事

が休止となっていますので、野菜市でご利用をお願

いします。なお、野菜市を利用されない方は、事務

所で可燃ごみ袋(大・中・小)をポイント商品として

販売しますので、期限までにご利用ください。

ポイントカード(ピンク)の回収

ふれあい健康づくりポイント(ピンク)カードのポ

イント付与期限は６月30日までです。必ず名前を明

記し、７月１日～15日までに事務所ポストに投函し

てください。

地域通貨の発行

ポイントカード(ピンク)を提出された方には、地

域通貨をお渡ししますので、７月16日から７月30日

までの間に事務所にお越しください。

新カードの発行とポイント対象変更

新しいポイントカードを７月１日から発行します。

事務所及びコミセン玄関外に置いておきますのでお

持ち帰りください。ポイント対象内容が一部変更に

なっていますので、ご注意ください。

東西町では、福祉・防災の原点でもある見守り活

動を行っています。対象は65歳以上の独居者や、80

歳以上の高齢者のみの世帯です。

見守りを受ける方の意向を尊重した上で、灯火の

確認や障子やカーテンの開け閉め等で見守りを行っ

ています。

今年も先月、見直しを行いました。

委員には、民生委員・福祉部員・地域福祉委員の

各代表者と、区長と保健師・社協・事務局の担当者

でした。

６月１日～３日に高校総体があ

りました。優秀な戦績で、インター

ハイ出場が決まりました。

門脇智大くん（1-1）テニス

団体戦・ダブルス・シングルス全

て優勝し、３冠に輝きました。

森山蒼太くん(2-2)テニス

団体戦３位、ダブルス２位、シン

グルス２位

中島 凛さん(4-5)ライフル

中国高校選手権大会鳥取県予選

エアライフル １位

ビームライフル ２位

広島県で開催された本選出場の

権利を得ましたが、学校との協議

でコロナ禍のため辞退することに

なりました。インターハイに向け

て気持ちを切り替えていきます。

東西町の若鮎たち

買い物代行はダイエット！

仕事帰りによく買い物をします。お腹が空いて

いるのでついたくさん買ってしまい、無理して食

べたり、腐らせたりと反省の連続でした。この事

業が始まって試しに利用してみましたら、必要な

ものだけ購入するようになりました。代行料の450

円は衝動買いの金額に比べたら安い事に気付き、

ガソリン代や時間のダイエットにもなっています。

以後定期的に利用しています。 （３区 Ｔ）

入会・脱会のお知らせ （敬称略）

＜入会＞

2区2班 倉光洋章 東町4-30 コーポK A号

4区2班 川口洋平 東町270-2

北野アパート2号室

＜脱会＞

1区2班 安芸富美雄 西町151

買い物支援事業利用者の声

地域福祉会(見守り支援の見直し)ふれあい健康づくりポイント
地域通貨の利用期限・カード回収

中島 凛さん

右 門脇智大くん
左 森山蒼太くん

１区福祉会

２区福祉会

４区福祉会

３区福祉会
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防災学習会【事務局】

予定していました防災訓練を変更して開催します。

日程：７月３日(土)

時間：9:00～11:00

場所：つどい

参加対象：安否確認協力委員各リーダー及び避難所

対応委員代表者

内容：①災害レベルの変更、②災害情報、③コロナ

禍での避難グッズ、④ハザードマップ、

⑤ダンボールベッドの組み立て方等

町の防災担当者をお呼びします。

通報・避難・消火訓練、AED講習会【事務局】

日程：７月18日(日)

時間：9:30～11:30

場所：コミセン

内容：通報・避難訓練と水消火器使用訓練及び、

AED講習会(消防署員から説明を聞きます。)

申込は必要有りません。どなたでも参加できますが、

班長、理事のご参加もお願いします。

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

日程：７月22日(木)～８月12日(木)

時間：毎朝7：00～7：15

場所：地区内３ヶ所

(どこで参加してもいいです。)

①荒木様宅前(1-1)

②東西町スポーツ広場

③第一設計様事務所前(4-4)

内容：ＣＤでラジオ体操第一、第二を行います。

なんぶっこ夏休み塾 東西町教室【事務局】

日程：７月22日(木)～24日(土)

時間：9:00～10:30

場所：つどい

申込：申込書を登校前のバス停で配布しますので、

参加したい人は担任の先生へ提出してくださ

い。

各区で区会が開催されます。

区会に合わせて分別ごみの出し方について、役場

町民生活課の担当者から説明をしていただきます。

分別をされる方のご出席をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

今までは、会員個

人から事務局へ直接

要望があったため、

班内での情報共有が

できていませんでし

た。

身近な生活課題に

ついては要望書に記

入し班長へ提出して

いただいくようにし

ました。

班長は要望についての班員の意見をとりまとめ、

自分たちで出来ること、区や事務局へ協力を要請す

ること等に分けてください。

できるだけ皆さんで解決していただくようにお願

いします。

持続可能な町づくりのためにご理解をお願いしま

す。

ポイント
対象

生活課題解決要望書

生活課題解決要望書

東西町の防災士・消防団員紹介

中島 誠（4-5） 松本和緒（4-5）

高塚章一（2-2） 細田典昭（1-1）

黒木美由紀（3-2）
南部町で初めての

女性防災士

原 和正（4-2）
鳥取県自主防災活動

アドバイザー

防災士

消防団員

防災についてお気軽にご相談ください。
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日程：７月22日(木)～24日(土)

時間：9:00～10:30

場所：つどい

申込：申込書を登校前のバス停で配布しますので、

参加したい人は担任の先生へ提出してくださ

い。

各区で区会が開催されます。

区会に合わせて分別ごみの出し方について、役場

町民生活課の担当者から説明をしていただきます。

分別をされる方のご出席をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

今までは、会員個

人から事務局へ直接

要望があったため、

班内での情報共有が

できていませんでし

た。

身近な生活課題に

ついては要望書に記

入し班長へ提出して

いただいくようにし

ました。

班長は要望についての班員の意見をとりまとめ、

自分たちで出来ること、区や事務局へ協力を要請す

ること等に分けてください。

できるだけ皆さんで解決していただくようにお願

いします。

持続可能な町づくりのためにご理解をお願いしま

す。

ポイント
対象

生活課題解決要望書

生活課題解決要望書

東西町の防災士・消防団員紹介

中島 誠（4-5） 松本和緒（4-5）

高塚章一（2-2） 細田典昭（1-1）

黒木美由紀（3-2）
南部町で初めての

女性防災士

原 和正（4-2）
鳥取県自主防災活動

アドバイザー

防災士

消防団員

防災についてお気軽にご相談ください。
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会報まち７月号
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

６月６日(日)一斉清掃及び消火栓とホース接続訓

練が行われました。

一斉清掃

ラジオ体操で準備運動を行った後、班長の指示に

そって自宅周辺や側溝等の清掃、公共スペースの除

草を行っていただきました。

カーブの多い東西町ですが、町道に面した班は歩

道脇の草や泥も取り除いていただき、とても見通しが

良くなりました。地区内どこもきれいになりました。

消火栓とホース接続訓練

４月に地区内で火災が発生したことを受け、清掃終

了後には、全班で消火栓とホース接続訓練をそれぞれ

に実施していただきました。

理事・班長は、５月９日の消火栓とホース接続講習

会で学んだ手順を、班員の皆さんと一緒に確認していただきました。

後日、班長から訓練についての報告書を出してもらい

ましたので、その中で多かった意見をご紹介します。

●皆さんの意欲がすごかった ●とても多くの方が参加

された ●実際にやってみて良くわかった

●ホースの巻き方の意味がわかった ●事前に錆止め

などをしてもらっていたのでスムーズに接続部分の脱

着ができて良かった ●消火栓に水や泥が溜まってい

る ●継続してほしい、等でした。

秋には、今回使用しなかった消火栓で訓練を行うこ

とにしています。

出張消火器使用講習会(４区１班)消火栓での放水

例年どおり米子消防署南部出張所の署員から

丁寧な説明をいただき、班員全員が水消火器で

消火訓練を行いました。

その後、消火栓とホース接続訓練を行いまし

たが、今回から、出張消火器講習会を実施する

班は、放水も行うことにしました。

班長からの報告書には、「消火器の使い方は

参加者全員が体験ができて良かった。」

「消火栓での放水については、イザという時に

少しでも慌てず対応ができるようになったと思

います。」との感想がありました。

春の一斉清掃及び消火栓とホース接続訓練

４区１班、山に向けて放水しました。

チビッコも一緒に訓
練に参加しました。
自分の命を守るのは
自分たちです。

歩道脇の除草と土砂も取り除いていただきスッキリしました

班ごとで班長・
理事のみなさ

んによる消火

栓とホース接

続訓練が実施

されました。

参加者全員が体験した水消火器での出張消火器使用講習会

放水

日 曜日 ７月の予定表
1 木 習字/万寿会GG

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

3 土 ＜防災学習会＞銭太鼓/ソフトバレー

4 日 万寿会ゴミ拾い

5 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

6 火

7 水

8 木 習字/万寿会GG

9 金 コミセン100体

10 土
野菜市9:00～/銭太鼓/ソフトバレー
【東西町コロナワクチン集団接種日】

11 日 写真/マージャン

12 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

13 火

14 水 集団検診

15 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

16 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)・乾・蛍

17 土 銭太鼓/ソフトバレー

18 日 ＜通報・避難・消火訓練、AED講習会＞

19 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

20 火

21 水

22 木 <夏休み みんなでラジオ体操～８月12日まで>　万寿会GG

23 金 コミセン100体

24 土
野菜市9:00～　【４区区会・分別ごみ説明会】
ソフトバレー/低山会

25 日

26 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

27 火 まちの保健室

28 水

29 木 万寿会GG

30 金 コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

31 土 銭太鼓/ソフトバレー　【東西町コロナワクチン集団接種日】

８月の予定
夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 月 仏様送り【町づくり部】

未定
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災害時の避難

避難とは、施設避難

だけではありません。

在宅避難、知人宅や親

戚等への避難、車中避難、ホテル

等があります。

特にコロナ禍では避難所受入れ

人数に限りがありますので、分散

避難も検討してください。

自分の身は自分で守りましょう。

災害を食い止めることには限界

がありますので、重要なことは、

日頃から備えておくことです。

今までにお配りしています「あ

なたの家はレッドゾーン・イエロー

ゾーン」や「自宅の危険度と避難

の方法は？」を今一度ご確認くだ

さい。

道路での遊びに注意！！

土日や放課後になると楽しそう

に地区内で遊んでいる子どもたち

の声がします。

過去にも車との接触事故が起き

たことがあります。運転される方

は地区内は徐行を守ってください。

また、保護者へは、ボール遊び

等の危険な遊びは

道路でしないよう

に日頃からよく話

しあってください。

東西町スポーツ広場利用

スポーツ広場の利用は教育委

員会での予約が優先となってい

ますので、ご理解をお願いしま

す。

★防災放送が流れる戸別受信機

の乾電池チェックをお願いしま

す。

停電時には電池を電源として

使用しますので、１年を目安に

交換をお願いします。

交換方法は、情報なんぶ６月

号に掲載してあります。

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

＜なんぶっこ
夏休み塾＞
22(木)
23(金)
24(土)


