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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

●10月10日(日)の一斉清掃は、多くの方の協力で地区内がすっきりいたしま

した。ありがとうございました。

●すっかり恒例となった「消火栓とホース接続訓練」が各班で実施されまし

た。今後も継続してほしいとの声が多くありました。

●出張消火器使用講習会と消火栓とホース接続訓練(放水)を今回は１区２班

で行いました。米子消防署南部出張所にお願いしていまし

たが、緊急出動となったため、急遽、４区２班の桑名 強

さんにお願いしました。とても丁寧に説明いただき班員の

皆さんも真剣に聞いておられました。

●公共スペースの草刈り作業(道路脇等)は、清掃の１週間前

の10月３日に町・人づくり部協働で行いました。

きれいで安全な町づくりにご協力をありがとうございました。町づくり部

では、会員の要望にお答えし、年内に小規模な舗装修繕やカーブミラーの清

掃・方向調整を計画していますので、修繕箇所の近隣の皆様のご協力をお願

いいたします。 町づくり部長 石田泰弘

秋の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練・公共スペースの草刈り作業

10月26日(火)、水道管交換工事の予定を繰り上げ

で実施するよう町長に要望しました。

東西町も造成から50年が経過し、いろいろなとこ

ろで不具合が発生しています。特に近年、水道管の

老朽化による漏水が多発していることから、予定を

早めていただきた

いという要望書を

直接、陶山町長に

お渡ししました。

町長へ陳情をおこないました

（一斉清掃）
軍手をしたわた
しもおてつだい

清掃後に行われた消火栓とホース
接続訓練にも全員で参加

分別ごみの積み残しの対応を、クリーンサポー

ターや区長に依頼していましたが、改善が見られ

なかったため、令和３年４月から各区でお願いす

ることにしました。

各区から４名の理事(区長を含む)が順番で積み

残しの対応をされています。とても熱心な対応の

おかげで、積み残し後の放置が激減しました。あ

りがとうございます。

勘違いや間違いは誰でもあることです。守って

いただきたいことは、排出するものには必ず番地

又は名前を明記(読める字)することです。

分別ごみの積み残し対応に理事が活躍

町・人協働で公共スペースの草刈り整備作業 １区２班 消火栓とホース接続訓練(放水)参加の様子

陳情する小杉会長と黒木事務局員

日 曜日 １１月の予定表
1 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

2 火

3 水
＜敬老会：記念品お届け＞
臨時野菜市9:00～

4 木 習字/万寿会GG

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

6 土 銭太鼓/ソフトバレー

7 日
＜コミセン・つどい大掃除と利用者・同好会会議＞
＜避難・消火訓練＞　写真

8 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

9 火 １区サロン

10 水

11 木 ４区サロン(外)/習字/万寿会GG

12 金 コミセン100体

13 土 野菜市9:00～/２区サロン(外)/銭太鼓/ソフトバレー

14 日
＜健康ウォーキング＞　２区区会及び分別ごみ説明会
町づくり部(カーブミラー調整作業)

15 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

16 火 まちの保健室

17 水

18 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

19 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)

20 土
わくわくショップ10:00～/４区区会及び分別ごみ説明会
ソフトバレー

21 日 ＜リサイクル＞

22 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

23 火

24 水

25 木 習字/万寿会GG

26 金 コミセン100体                                    ＊不燃ごみ

27 土
野菜市9:00～/３区サロン(外)
銭太鼓/ソフトバレー/低山会

28 日 マージャン

29 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

30 火

１２月の予定

歳末福祉のもちづくり【福祉部・事務局】

小型除雪機安全講習会【事務局】
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敬老会 １１月３日(祝)

対象の皆様に記念品をお届けし

ます。お留守の時はメモを置きます。

電線でソーシャルディスタンス

この時期に見られる風景です。
この鳥の名は？ （投稿写真）

除雪隊募集！
カマキリが高い所に巣を作ると

大雪になるといういわれがありま

すが、今年はどうでしょうか？。

歩道の雪かきをしていただく除

雪隊を募集します。

作業後は温かいモーニングを提

供します。子ども達の安全な通学

のためにもご協力をお

願いします。

ポイント対象です。

車上ねらい・タイヤ盗難・

空き巣・侵入盗に注意！

★先月、東西町内で

車の窓ガラスを割られ

る事案が発生しました。他の地

域でも複数発生しています。

★この時期には、スノータイヤ

の盗難も発生します。

★少しの時間の外出でも施錠をし

ましょう。

★家に居ても、気づかないうちに

侵入されて被害に合われたこと

もありますので注意が必要です。

今月からボランティアにご協力

いただきパトロールを実施します。

防犯灯のＬＥＤ化が進んでいます

町が５年計画で二酸化炭素排出

削減のために、ＬＥＤ化を進めて

います。東西町では２区と３区の

交換が終了しました。

１区と４区は順次交換の予定です。

各区で

「区会及び分別ごみ説明会」

が開催されます。予定表で日

程を確認してください。

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

＜富有の里まつり生涯学習作品展＞
日時：11月27日(土)9:00～17:00

28日(日)9:00～16:00

場所：農業者トレーニングセンター
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８月に行われた「元気だそう東西町花火」の写真を募集したところ、10名の方から32点の応募がありま

した。10月11日から１週間のつどいでの展示期間中、26名の方に投票いただきました。

得票数が一番多かったのは、腕もカメラも本格的

な神崎靜人さん(4-1)の作品でした。２番目は、福

島秀則さん(3-2)、３番目は勝田敦也さん(2-4)でし

た。上位３位の撮影者には記念品を贈ります。また、

応募された皆さん全員に参加賞をお渡しします。

写真コンテスト

10月21日(木)東西町スポーツ広場で万寿会グラウ

ンドゴルフ大会を開催しました。

万寿会では「楽しみながら健康づくり」をテーマ

にしています。

どうぞお仲間に

なって一緒に楽し

みませんか！。

万寿連合会会長

田浪照雄

万寿会へ入会されませんか

コロナ禍のために延期していた３区区会及び分別

ごみ説明会が10月24日(日)に開催されました。

予想を上回る40名の出席がありました。南部町町

民生活課 前田課長補佐から「令和２年度改訂版

ごみの分け方・出し方(五十音順)」の分別の変更点

や追加項目について、また可燃ごみの半分は紙と布

であること、米子市との分別の違い等について説明

がありました。関心の高さからか質疑が多く出され

時間が足らないほどでした。

区会ではスポーツ広場の利用時間について等の質

問があり、事務局が答えました。

10月15日(金)、町づくり部

長と副部長、事務局で町政要

望箇所の現地確認を行いまし

た。

その結果を後日開催された

運営委員会で協

議しました。

令和３年度第３回運営委員会を10月23日(土)に開

催しました。令和４年度町政に対する新規要望は、

生活課題解決要望書と合わせて52件ありました。

現地確認した結果を協議し、地区で対応できるも

の等を除いた38件を東西町地域振興協議会の要望と

して町に提出することにしました。

終了していない過年度の要望は継続分として町へ

要望し

ます。

３区区会及び分別ごみ説明会

運営委員会

１位 神崎靜人さん(4-1)牧田池から見る花火

２位 福島秀則さん(3-2)
自宅前の道路から見た花火

要望箇所を写真で説明する小杉会長

熱心に説明を聞く出席者

20名の参加者で楽しみました

３位 勝田敦也さん(2-4)
法勝寺川土手から見た花火

町政要望の取りまとめと現地確認

新規要望全て
の確認を行いま
した
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敬老会【福祉部・実行委員会】

日程：１１月３日(祝)

敬老の皆様のご長寿を東西町全体で

お祝いします。実行委員会でお祝いの

記念品をお届けします。

コミセン・つどい大掃除と利用者同好会会議

【事務局】

日程：１１月７日(日)

時間：9:00～10:30

清掃場所：コミセン・つどい

合同会議：コミセン

避難・消火訓練【事務局】

時間：10:30～11:00

場所：コミセン

皆さんの参加協力をお願いします。

健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

日時：１１月１４日（日）

コミセン発9:00～11:30(天萬神社)

コース：コミセン～龍門寺～てまり

～天萬神社(解散)

申込み：11月10日(水)締め切り

※お楽しみ抽選会を開催します。

※ふれあい健康づくりポイントカードを持参ください。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会・万寿会】

日時：１１月２１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。

積み込み等のご協力もお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

令和４年度東西町放課後児童クラブの入級の募集

をします。東西町放課後児童クラブとは、児童の保

護者が仕事等により家庭で保育ができない場合、仕

事と子育ての両立を支援するとともに、児童の健全

な育成を図ることを目的としています。家庭に代わ

る生活の場を確保し、放課後及び長期休業日等に開

設しています。

【受付期間】令和３年11月４日(木)～12月10日(金）

【申込み】協議会事務所又は児童クラブにある申込

書に記入し、協議会へ提出してください。

100歳体操が始まって３年半になります。コロナ

禍でしばらく休んでいましたが、「つどい100体」

を10月４日から再開しました。多い時は20人超の参

加者でしたが、再開後は、３～５人に激減していま

す。コロナ自粛中に、家のＴＶで体操をされるよう

になった方もおられますが、「家で１人で」という

のはなかなかモチベーションが上がらないので続け

にくいという人もおられます。イキイキとした生活

を送るためには「運動」「栄養」と共に「人とのふ

れ合い」が重要だと言われています。100歳体操で、

仲間と楽しくトレーニングして、「健康長寿」を目

指しましょ

う！。

４区 Ｈ.Ｈ

東西町放課後児童クラブ新年度募集

10月16日(土)、わくわくショップを開催しました。

「喫茶はまだですか

～！」という声にお

応えし、１年半振り

に喫茶を再開。

黙食、マスク着用

等マナーを守って交

流しました。

わくわくショップで喫茶も再開

100歳体操再開

退会・名簿記載変更のお知らせ（敬称略）

＜退会＞

１区５班 三浦秀賢 西町71セジュール102号

＜会員名簿記載変更＞

２区１班 東町71 長野由紀夫

東西町地域振興協議会のホームページ

ホームページを更新しました。会報「まち」、

「西町の郷」、入会のご案内、地域づくり計画書

等を掲載しています。地区外へ転居された子ども

さんや知人の方等へもお知らせください。

P

ケーキも欲しいというリクエストが・・・
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▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

積み込み等のご協力もお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

令和４年度東西町放課後児童クラブの入級の募集

をします。東西町放課後児童クラブとは、児童の保

護者が仕事等により家庭で保育ができない場合、仕

事と子育ての両立を支援するとともに、児童の健全

な育成を図ることを目的としています。家庭に代わ

る生活の場を確保し、放課後及び長期休業日等に開

設しています。

【受付期間】令和３年11月４日(木)～12月10日(金）

【申込み】協議会事務所又は児童クラブにある申込

書に記入し、協議会へ提出してください。

100歳体操が始まって３年半になります。コロナ

禍でしばらく休んでいましたが、「つどい100体」

を10月４日から再開しました。多い時は20人超の参

加者でしたが、再開後は、３～５人に激減していま

す。コロナ自粛中に、家のＴＶで体操をされるよう

になった方もおられますが、「家で１人で」という

のはなかなかモチベーションが上がらないので続け

にくいという人もおられます。イキイキとした生活

を送るためには「運動」「栄養」と共に「人とのふ

れ合い」が重要だと言われています。100歳体操で、

仲間と楽しくトレーニングして、「健康長寿」を目

指しましょ

う！。

４区 Ｈ.Ｈ

東西町放課後児童クラブ新年度募集

10月16日(土)、わくわくショップを開催しました。

「喫茶はまだですか

～！」という声にお

応えし、１年半振り

に喫茶を再開。

黙食、マスク着用

等マナーを守って交

流しました。

わくわくショップで喫茶も再開

100歳体操再開

退会・名簿記載変更のお知らせ（敬称略）

＜退会＞

１区５班 三浦秀賢 西町71セジュール102号

＜会員名簿記載変更＞

２区１班 東町71 長野由紀夫

東西町地域振興協議会のホームページ

ホームページを更新しました。会報「まち」、

「西町の郷」、入会のご案内、地域づくり計画書

等を掲載しています。地区外へ転居された子ども

さんや知人の方等へもお知らせください。

P

ケーキも欲しいというリクエストが・・・
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会報まち１１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

●10月10日(日)の一斉清掃は、多くの方の協力で地区内がすっきりいたしま

した。ありがとうございました。

●すっかり恒例となった「消火栓とホース接続訓練」が各班で実施されまし

た。今後も継続してほしいとの声が多くありました。

●出張消火器使用講習会と消火栓とホース接続訓練(放水)を今回は１区２班

で行いました。米子消防署南部出張所にお願いしていまし

たが、緊急出動となったため、急遽、４区２班の桑名 強

さんにお願いしました。とても丁寧に説明いただき班員の

皆さんも真剣に聞いておられました。

●公共スペースの草刈り作業(道路脇等)は、清掃の１週間前

の10月３日に町・人づくり部協働で行いました。

きれいで安全な町づくりにご協力をありがとうございました。町づくり部

では、会員の要望にお答えし、年内に小規模な舗装修繕やカーブミラーの清

掃・方向調整を計画していますので、修繕箇所の近隣の皆様のご協力をお願

いいたします。 町づくり部長 石田泰弘

秋の一斉清掃・消火栓とホース接続訓練・公共スペースの草刈り作業

10月26日(火)、水道管交換工事の予定を繰り上げ

で実施するよう町長に要望しました。

東西町も造成から50年が経過し、いろいろなとこ

ろで不具合が発生しています。特に近年、水道管の

老朽化による漏水が多発していることから、予定を

早めていただきた

いという要望書を

直接、陶山町長に

お渡ししました。

町長へ陳情をおこないました

（一斉清掃）
軍手をしたわた
しもおてつだい

清掃後に行われた消火栓とホース
接続訓練にも全員で参加

分別ごみの積み残しの対応を、クリーンサポー

ターや区長に依頼していましたが、改善が見られ

なかったため、令和３年４月から各区でお願いす

ることにしました。

各区から４名の理事(区長を含む)が順番で積み

残しの対応をされています。とても熱心な対応の

おかげで、積み残し後の放置が激減しました。あ

りがとうございます。

勘違いや間違いは誰でもあることです。守って

いただきたいことは、排出するものには必ず番地

又は名前を明記(読める字)することです。

分別ごみの積み残し対応に理事が活躍

町・人協働で公共スペースの草刈り整備作業 １区２班 消火栓とホース接続訓練(放水)参加の様子

陳情する小杉会長と黒木事務局員

日 曜日 １１月の予定表
1 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

2 火

3 水
＜敬老会：記念品お届け＞
臨時野菜市9:00～

4 木 習字/万寿会GG

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

6 土 銭太鼓/ソフトバレー

7 日
＜コミセン・つどい大掃除と利用者・同好会会議＞
＜避難・消火訓練＞　写真

8 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

9 火 １区サロン

10 水

11 木 ４区サロン(外)/習字/万寿会GG

12 金 コミセン100体

13 土 野菜市9:00～/２区サロン(外)/銭太鼓/ソフトバレー

14 日
＜健康ウォーキング＞　２区区会及び分別ごみ説明会
町づくり部(カーブミラー調整作業)

15 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

16 火 まちの保健室

17 水

18 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG

19 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)

20 土
わくわくショップ10:00～/４区区会及び分別ごみ説明会
ソフトバレー

21 日 ＜リサイクル＞

22 月 つどい100体/布とあそぶ/卓球/万寿会GG

23 火

24 水

25 木 習字/万寿会GG

26 金 コミセン100体                                    ＊不燃ごみ

27 土
野菜市9:00～/３区サロン(外)
銭太鼓/ソフトバレー/低山会

28 日 マージャン

29 月 つどい100体/卓球/万寿会GG

30 火

１２月の予定

歳末福祉のもちづくり【福祉部・事務局】

小型除雪機安全講習会【事務局】
日19
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敬老会 １１月３日(祝)

対象の皆様に記念品をお届けし

ます。お留守の時はメモを置きます。

電線でソーシャルディスタンス

この時期に見られる風景です。
この鳥の名は？ （投稿写真）

除雪隊募集！
カマキリが高い所に巣を作ると

大雪になるといういわれがありま

すが、今年はどうでしょうか？。

歩道の雪かきをしていただく除

雪隊を募集します。

作業後は温かいモーニングを提

供します。子ども達の安全な通学

のためにもご協力をお

願いします。

ポイント対象です。

車上ねらい・タイヤ盗難・

空き巣・侵入盗に注意！

★先月、東西町内で

車の窓ガラスを割られ

る事案が発生しました。他の地

域でも複数発生しています。

★この時期には、スノータイヤ

の盗難も発生します。

★少しの時間の外出でも施錠をし

ましょう。

★家に居ても、気づかないうちに

侵入されて被害に合われたこと

もありますので注意が必要です。

今月からボランティアにご協力

いただきパトロールを実施します。

防犯灯のＬＥＤ化が進んでいます

町が５年計画で二酸化炭素排出

削減のために、ＬＥＤ化を進めて

います。東西町では２区と３区の

交換が終了しました。

１区と４区は順次交換の予定です。

各区で

「区会及び分別ごみ説明会」

が開催されます。予定表で日

程を確認してください。

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

＜富有の里まつり生涯学習作品展＞
日時：11月27日(土)9:00～17:00

28日(日)9:00～16:00

場所：農業者トレーニングセンター


