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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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２月29日から延期し

ていました意見交換会が、６月13日(日)にやっと開催出来ました。

コロナ禍と悪天候でしたが、18名の参加がありました。

鳥取大学の竹川准教授から対象者別アンケートから見える事に

ついての説明の後、アンケートやヒアリング結果、２回のコアメ

ンバー会議で出た提案などを取り入れた計画(案)の説明を会長が

行いました。住民の方からも質問があり、竹川准教授からは参考

までにと丁寧な回答がありました。そして、「東西町のような地

域規模でこれだけ綿密な地域づくり計画を策定しているところを私は知らない」と最大級のお褒めがあ

りました。

計画書は７月中に全戸配布い

たします。すでに製本が出来あ

がっている資料集を希望される

方は、差し上げますので、事務

所にお越しください。

第３期地域づくり計画書策定住民との意見交換会

この度、新型コロナ禍のため東西町総会初となる書面総会において新会長に承

認されました谷口(3-3)です。年齢は65歳です。

今までは振興協議会副会長や会計をさせていただいたこともありましたが、私

などより相応しい方は沢山いらっしゃることは承知しています。ただ、会長選考

委員会のお勧めもあり原会長後任のバトンを引き継ぐ決意をした次第です。

原会長の計画性、実行力、強いﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟなどとても及ぶものではありませんが、自治会、公民館、協

議会と今まで積み重ねられた東西町の活動の継続と、日常を大切にしながら、協議会役員やスタッフの方々

をはじめ皆様方の協力もいただきながら新米１年生の会長として、一緒に東西町のまちづくりを進めたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 谷口秀人（３区３班）

私は、任期途中ではありますが、就任以来丸10年となる、６月30日をもって会長職を辞することになり

ました。この間、会員の皆様、各役員、班長の皆さん、事務局の方々のご協力とご支援に心からお礼申し

上げます。お陰様で、今や鳥取県では当たり前になった「災害時安否確認協力委員制度」や、「東西町放

課後児童クラブ」と、全国でもここにしかない地域コミュニティホーム「西町の郷」の開設など、安全で

安心な町づくりを推進することができました。しかしながら、あまりにも協議会(事務局)が手を出しすぎ

たことから、出来ることは自分たちで解決する意識をそいだのではないかと思っています。その反省を次

期会長に引き継ぎたいと思います。会員の皆様のご健勝を祈念してお礼の挨拶とさせていただきます。

原 和正（４区２班）

会長 就任のあいさつ

退任にあたって(お礼)

計画書策定について説明がありました

コロナ禍と悪天候の中お集まりいただいた皆さん

新会長谷口秀人

日 曜日 ７月の予定表
1 水

2 木 習字/籐あみ/万寿会GG

3 金 ラジオ体操　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 野菜市8:30～/人づくり部会/ソフトバレー

5 日 写真

6 月 ラジオ体操/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

7 火 男のクッキング

8 水

9 木 習字/万寿会GG

10 金 ラジオ体操

11 土 銭太鼓/ソフトバレー

12 日 １区福祉会/マージャン

13 月 ラジオ体操/卓球/万寿会GG

14 火 ４区サロン

15 水 ２区福祉会

16 木 習字/万寿会GG

17 金
ラジオ体操/３区サロン
       ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

18 土
野菜市8:30～/わくわくショップ9:00～
３区福祉会/銭太鼓/ソフトバレー

19 日

20 月 ラジオ体操/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

21 火 ４区福祉会/２区サロン

22 水

23 木 万寿会GG

24 金

25 土 銭太鼓/低山会/ソフトバレー

26 日 写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

27 月 ラジオ体操/卓球/万寿会GG

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字/万寿会GG

31 金 ラジオ体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＊不燃ごみ

８月の予定
親子クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

夏祭り【人づくり部・実行委員会】

仏様送り【町づくり部】

未定

第１５６号 東西町地域振興協議会 令和２年７月１日(２０２０)

4

災害時の分散避難

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。

特にコロナ対応のため、避難所

受入人数に限りがありますので、

分散避難をお願いします。

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

がありますが、重要なことは、日

頃から備えておくことです。

別紙「自宅の危険度と避難の方

法は？」を配布しています。

避難準備品に新たに加えるもの

も記載しています。

マジックを皆さんに配布しました

排出される可燃ごみ・不燃ごみ

全てに必ず、番地か名前の記入を

お願いします。中には番地の読め

ないものもあり大変困っています。

「間違いは誰にでもあります。万

が一間違っていた場合に連絡でき

るよう明記してください。」

カラス対策として、ごみを新聞紙等で

見えなくして出してください

カラス被害に困っています。

ネットの上から餌を漁っています。

必ず新聞紙等でごみを包んで見え

なくしてください。

東西町スポーツ広場

スパイクで利用された後は整

備をお願いします。

アルコールの空き缶やペット

ボトルが散乱しています。

★第３期地域づくり計画書資料

集のご入用の方はお越しくだ

さい。 (１頁に記載)

★ふれあい健康づくりポイント

カードを回収します。

(３頁に記載)

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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６月21日(日)予定していた防災訓練を変更して、南部町から田中防災監と石賀課長補佐にお越しいた

だき、コロナ禍で災害が発生した場合の避難等の対応について、安否確認協力委員及び避難所対応委員

の皆さんと学習会を行いました。コロナ禍にも関わらず42名の方が学習会にご参加くださいました。

深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

最初に事務局からコロナ禍での安否確認協力委員や避難所対応委員の役割の確認や、分散避難をお願

いすること等についての提案をした後、参加者からの意見や質問、

田中防災監から助言等をいただきました。それをまとめた「自宅の

危険度と避難の方法は？」を全戸配布しますので、災害発生時の準

備や避難方法等

を考えておいて

ください。

コロナ対応防災学習会

春の一斉清掃は新型コロナ感染拡大防止の観点か

ら、個別清掃をお願いしました。目安とした６月７

日には自宅や管理地回り等の除草がなされ、どこも

きれいになっていました。ご協力ありがとうござい

ました。

その上、公共スペースのある班は、班長の方々が

中心となって草刈り等を行っていただき大変感謝申

し上げます。

また、町づくり部有志と協議会役員の４名で、コ

ミセン周辺の草刈り・水路清掃を行いました。

例年ならば、町づくり部全員にて行いますが、今

年は有志での実施といたしました。

こらからもきれいで住みやすい東西町になるよう

に皆さんと一緒に町づくりを行っていきたいと思い

ます。

町づくり部 石田泰弘

７月19日に予定していましたが、６月21日(日)に

コロナ対応防災学習会終了後に開催しました。

コミセン調理室からの出火想定で、避難・通報、

水消火器での消火訓練を行いました。

小杉副会長と町づくり部の石田部長、長谷川副部

長、兵庫区長にご協力いただきました。

防火対象物認定を受けるため必要です。年２回の

消火訓練や施設避難訓練及び防火自主点検等の実施

を行うこと

で業者に委

託する８万

円余りの支

払が免除さ

れます。

ご協力あ

りがとうご

ざいました。

避難・通報・消火訓練

個別清掃にご協力いただき
ありがとうございました

新同好会紹介
体力維持と交流を兼ねて卓球クラブを始めました。

団体名：卓球クラブ

場所：コミセン(大集会室)

日時：毎週月曜日9:30～13:00

代表者：大塚恵美子(3-4)

準備品：ラケット、上靴

ピンポン玉代は割り勘になります。

指導者はいませんが、試合等を行って楽しんで

います。一緒に卓球をしましょう！

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

1区2班 高橋直記 西町152

＜退去・退会＞

2区2班 立元隆裕 東町4-26 コーポ南部Ｂ

安否確認協力委員と避難所対応委員の皆さん

収納もコンパクトなワンタッチ衝立の見本

マスク着用での消火訓練

第１５６号 東西町地域振興協議会 令和２年７月１日(２０２０)

3

夏休み みんなでラジオ体操

【人づくり部】

日程：７月31(水)～８月23日(月)

(8月12日～15日は休み)

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元新宝楽様駐車場(2-4)

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。

ふれあい健康づくりポイントの対象です。

ポイントカードは会場でお渡しします。

皆勤の方を表彰します。

子供達の安全の見守り等にもご協力をお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

先月から野菜市とわくわくショップを開催してい

ます。６月20日(土)の第３土曜日は、わくわくショッ

プと野菜市が一緒に行われました。

少しずつ活気が戻ってくるように、新しい生活マ

ナーを徹底してご来店ください。なお、今後の野菜

市は第１と第３(土)

時間はいずれも8:30

からにします。

わくわくショップは

第３(土)の9:00からで

す。

わくわくショップと野菜市

つどい及びコミセ

ン100歳体操が

コロナ禍のため、

８月末まで休止

となりました。

それをうけて再

開されるまでの間、

東西町スポーツ広場

でラジオ体操を行っています。

運動不足解消や生活のリズムを保つために、開催

日時も100歳体操と同じに設定しました。

雄大な大山や東西町の家並み等の景色を眺めなが

ら体操の時だけはマスクを外してのびのびと体操を

しています。

閉じこもりのストレス解消のもう一つは、皆さん

に会うことではないでしょうか？

マスク着用と、飲みのもは各自ご準備ください。

ふれあい健康づくりポイントの対象にしています

ので、ポイントカードをご持参ください。

ラジオ体操を行っています

昨年の７月から開始したふれあい健康づくりポイ

ント制度の１年目が先月で終了となりました。

ポイントカードの回収

必ず名前の明記を確認し、７月10日までに事務所ポ

ストに投函してください。

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事務所玄関外に置いておき

ますのでお持ち帰りください。対象行事が一部変更

になっています。

地域通貨の発行

７月15日から７月31日までの間に地域通貨をお渡し

しますので、事務所にお越しください。

地域通貨が利用できる行事等

わくわくショップ・野菜市・夏祭り屋台・運動会バ

ザー・さつき祭屋台

地域通貨のご利用期間

８月から上記行事等でのご利用が可能ですが、コロ

ナ情勢により行事開催の予定が立ちませんので、利

用終了期日については、会報「まち」でお知らせい

たします。

ふれあい健康づくりポイントカード
回収、新カードと地域通貨の発行

手の伸びた美しい体操の後方には素晴らしい大山が見えます

のびのびと～
ポイントカード(グリーンカード)を回収します

わくわくショップ

新鮮な野菜がならびます

ポイント
対象
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それをうけて再

開されるまでの間、

東西町スポーツ広場

でラジオ体操を行っています。

運動不足解消や生活のリズムを保つために、開催

日時も100歳体操と同じに設定しました。

雄大な大山や東西町の家並み等の景色を眺めなが

ら体操の時だけはマスクを外してのびのびと体操を

しています。

閉じこもりのストレス解消のもう一つは、皆さん

に会うことではないでしょうか？

マスク着用と、飲みのもは各自ご準備ください。

ふれあい健康づくりポイントの対象にしています

ので、ポイントカードをご持参ください。

ラジオ体操を行っています

昨年の７月から開始したふれあい健康づくりポイ

ント制度の１年目が先月で終了となりました。

ポイントカードの回収

必ず名前の明記を確認し、７月10日までに事務所ポ

ストに投函してください。

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事務所玄関外に置いておき

ますのでお持ち帰りください。対象行事が一部変更

になっています。

地域通貨の発行

７月15日から７月31日までの間に地域通貨をお渡し

しますので、事務所にお越しください。

地域通貨が利用できる行事等

わくわくショップ・野菜市・夏祭り屋台・運動会バ

ザー・さつき祭屋台

地域通貨のご利用期間

８月から上記行事等でのご利用が可能ですが、コロ

ナ情勢により行事開催の予定が立ちませんので、利

用終了期日については、会報「まち」でお知らせい

たします。

ふれあい健康づくりポイントカード
回収、新カードと地域通貨の発行

手の伸びた美しい体操の後方には素晴らしい大山が見えます

のびのびと～
ポイントカード(グリーンカード)を回収します

わくわくショップ

新鮮な野菜がならびます

ポイント
対象
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HP： 東西町地域振興協議会 検索

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２月29日から延期し

ていました意見交換会が、６月13日(日)にやっと開催出来ました。

コロナ禍と悪天候でしたが、18名の参加がありました。

鳥取大学の竹川准教授から対象者別アンケートから見える事に

ついての説明の後、アンケートやヒアリング結果、２回のコアメ

ンバー会議で出た提案などを取り入れた計画(案)の説明を会長が

行いました。住民の方からも質問があり、竹川准教授からは参考

までにと丁寧な回答がありました。そして、「東西町のような地

域規模でこれだけ綿密な地域づくり計画を策定しているところを私は知らない」と最大級のお褒めがあ

りました。

計画書は７月中に全戸配布い

たします。すでに製本が出来あ

がっている資料集を希望される

方は、差し上げますので、事務

所にお越しください。

第３期地域づくり計画書策定住民との意見交換会

この度、新型コロナ禍のため東西町総会初となる書面総会において新会長に承

認されました谷口(3-3)です。年齢は65歳です。

今までは振興協議会副会長や会計をさせていただいたこともありましたが、私

などより相応しい方は沢山いらっしゃることは承知しています。ただ、会長選考

委員会のお勧めもあり原会長後任のバトンを引き継ぐ決意をした次第です。

原会長の計画性、実行力、強いﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟなどとても及ぶものではありませんが、自治会、公民館、協

議会と今まで積み重ねられた東西町の活動の継続と、日常を大切にしながら、協議会役員やスタッフの方々

をはじめ皆様方の協力もいただきながら新米１年生の会長として、一緒に東西町のまちづくりを進めたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 谷口秀人（３区３班）

私は、任期途中ではありますが、就任以来丸10年となる、６月30日をもって会長職を辞することになり

ました。この間、会員の皆様、各役員、班長の皆さん、事務局の方々のご協力とご支援に心からお礼申し

上げます。お陰様で、今や鳥取県では当たり前になった「災害時安否確認協力委員制度」や、「東西町放

課後児童クラブ」と、全国でもここにしかない地域コミュニティホーム「西町の郷」の開設など、安全で

安心な町づくりを推進することができました。しかしながら、あまりにも協議会(事務局)が手を出しすぎ

たことから、出来ることは自分たちで解決する意識をそいだのではないかと思っています。その反省を次

期会長に引き継ぎたいと思います。会員の皆様のご健勝を祈念してお礼の挨拶とさせていただきます。

原 和正（４区２班）

会長 就任のあいさつ

退任にあたって(お礼)

計画書策定について説明がありました

コロナ禍と悪天候の中お集まりいただいた皆さん

新会長谷口秀人

日 曜日 ７月の予定表
1 水

2 木 習字/籐あみ/万寿会GG

3 金 ラジオ体操　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

4 土 野菜市8:30～/人づくり部会/ソフトバレー

5 日 写真

6 月 ラジオ体操/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

7 火 男のクッキング

8 水

9 木 習字/万寿会GG

10 金 ラジオ体操

11 土 銭太鼓/ソフトバレー

12 日 １区福祉会/マージャン

13 月 ラジオ体操/卓球/万寿会GG

14 火 ４区サロン

15 水 ２区福祉会

16 木 習字/万寿会GG

17 金
ラジオ体操/３区サロン
       ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

18 土
野菜市8:30～/わくわくショップ9:00～
３区福祉会/銭太鼓/ソフトバレー

19 日

20 月 ラジオ体操/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

21 火 ４区福祉会/２区サロン

22 水

23 木 万寿会GG

24 金

25 土 銭太鼓/低山会/ソフトバレー

26 日 写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

27 月 ラジオ体操/卓球/万寿会GG

28 火 まちの保健室

29 水

30 木 習字/万寿会GG

31 金 ラジオ体操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＊不燃ごみ

８月の予定
親子クッキング【福祉部・食生活改善推進委員】

夏祭り【人づくり部・実行委員会】

仏様送り【町づくり部】

未定

第１５６号 東西町地域振興協議会 令和２年７月１日(２０２０)

4

災害時の分散避難

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。

特にコロナ対応のため、避難所

受入人数に限りがありますので、

分散避難をお願いします。

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

がありますが、重要なことは、日

頃から備えておくことです。

別紙「自宅の危険度と避難の方

法は？」を配布しています。

避難準備品に新たに加えるもの

も記載しています。

マジックを皆さんに配布しました

排出される可燃ごみ・不燃ごみ

全てに必ず、番地か名前の記入を

お願いします。中には番地の読め

ないものもあり大変困っています。

「間違いは誰にでもあります。万

が一間違っていた場合に連絡でき

るよう明記してください。」

カラス対策として、ごみを新聞紙等で

見えなくして出してください

カラス被害に困っています。

ネットの上から餌を漁っています。

必ず新聞紙等でごみを包んで見え

なくしてください。

東西町スポーツ広場

スパイクで利用された後は整

備をお願いします。

アルコールの空き缶やペット

ボトルが散乱しています。

★第３期地域づくり計画書資料

集のご入用の方はお越しくだ

さい。 (１頁に記載)

★ふれあい健康づくりポイント

カードを回収します。

(３頁に記載)

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


