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会報まち１２月
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

協議会では各部長・各区長と事務局の計12名で運営委員会

を年６回開催し、事業の進捗状況、新たな課題等についての

協議・検討や10万円を越す発注に対する稟議を行なっていま

す。

10月28日(金)の第３回運営委員会では、次の項目について

協議を行いました。その内容と結果を報告します。

①29年度町政に対する要望のとりまとめ

【皆さんから出された要望に対して現地確認を行った後、

振り分けをし、町で対応していただくものをまとめて

要望しました。過年度要望で未実施のものについては過年度分として引き続き要望します。】

②環境美化カメラの設置

【分別ごみ立ち当番廃止がされていない３区でも設置します。】

③文書配布とコミセンの清掃業務

協議会発足当時に比べ、見守り活動や防災そして認知症SOS訓練等に関する取り組みが増えてきました。

更に東西町は、他の振興協議会とは違い自治会業務も行っているので、事務局員が多忙で振替休日もな

かなか取れないのが現状です。負担軽減を図る為に以下の提案がありました。

■忙しい時期の事業に関する役員宛の文書配布代行について【承認されました】

■定期的なコミセン清掃業務の肩代わりについて【12月のコミセン大掃除後の会議に提案する】

④「西町の郷」の送迎車購入

【車を購入することには意義なし。中古車のみの提案だったが、リースや新車等についても検討する。】

⑤要望・報告事項（各部長・各区長より）

「分別ごみの誤搬出について」「運動会の競技や賞品について」「マンション入口付近に徐行標示を追

加して欲しい」「福祉のもちづくり」や「とんどさん・新年会」の予定について

第３回 運営委員会を開催

好天気の11月12日(土)25名の参加者で「観光ガイドとめ

ぐる米子下町散策」のウォーキングを行いました。

普段は入ることができない商家独特の長屋や、かつて旅

館だったという３階建ての木造家屋や、江戸時代に作られ

た小路や茶店、米子

城の城壁修復のお礼

として下賜された鯱

(シャチホコ)、そし

て昭和天皇が宿泊さ

れたときに出入りさ

れた以後は、開かずの

門となっている名家等を、ガイドの名調子と共に２時間かけて廻っ

た楽しい健康ウォーキングでした。

健康ウォーキング

盛りだくさんの協議内容を真剣に協議する委員

ガイドの説明を聞きながら散策する参加者

城下町の佇まいも残っていました

日 曜日 １２月の予定表
1 木 謡曲/万寿会軽体操/習字/ミニテニス

2 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊ 発 泡 ・プラ・ ビ ン ・ 缶

3 土 銭太鼓/歩こう会/ソフトバレー

4 日 水道 料金改定 説明会16：00～/マージャン

5 月 もち づ くり実 行委員会

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 検診 結果説明 会/フラダンス/ミニテニス

8 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

9 金 ＜人権学習会＞　笑いヨガ

10 土 野 菜 市 8 :00～ /銭太鼓/ソフトバレー

11 日
＜コミセン大掃除と利用者会議・AED・消火・避難訓練＞
町づ くり部会 /クリーンウォーク

12 月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊ 不 燃 ごみ

13 火

14 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス/(外 )４区サロン

15 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

16 金 　　　　　　         ＊ 発 泡 ・ プラ・再 ビ ン ・ペ ット Ｂ ・古 紙 (ざつが み )

17 土
＜手話講座＞　わ くわ くショップ10 :3 0 ～
銭太鼓/低山会/ソフトバレー

18 日 ＜除雪機使用講習会＞

19 月 ２区 サロン

20 火

21 水 フラダンス/ミニテニス

22 木 習字/ダンス/ミニテニス

23 金

24 土 銭太鼓/ソフトバレー

25 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞＜子供会クリスマス会＞

26 月 うたの会

27 火 まち の保健室

28 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス/野 菜 市 8 :00～

29 木 ダンス/ミニテニス

30 金

31 土 ＜年越しそばづくり＞　銭太鼓

１月の予定
7 土 初釜・着物着付け講習会【人づくり部】

8 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

21 土 食習慣改善講習会【福祉部・食生活改善推進委員】
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ネコの不妊・去勢奨励

事業の紹介

飼いネコを対象とし

た奨励事業が行われま

す。(補助)

●平成28年12月2日から先着順で

募集頭数が一杯になったら終了

●１家族２頭まで

●メスの避妊手術には4,000円

オスの去勢手術には2,000円

●詳細は、情報なんぶ11月号又は

南部町町民生活課へ問い合わせ

電話[66-3114]

タイヤ盗や

空き巣、侵入盗に

注意！！

タイヤを交換する時期

になりました。昨年の春には地

区内でタイヤの盗難が発生しま

した。車庫に置いているだけと

いう保管の仕方では危ない！

人目につきにくい場所や、短

時間で取り出しができないよう

に紐で結んでおく等、少しの工

夫でも効果があるようです。

また、空き巣や侵入盗にも気

をつけましょう。

ＡＥＤをコミセンに設置しました

事務所に設置して

あったＡＥＤをコミ

センに移設しました。

コミセン玄関ホー

ル電話横のキャビネットの中に置

いあります。

ＡＥＤ使用説明会を行います

12月11日(日)10：30～11：00

緊急時に使用できるようにご参加

ください。

年末年始協議会事務所の休み

12月28日(水・午後)～１月４日(水)

緊急時には事務所玄関に貼り出

してある連絡先にお願いします。

年末年始の可燃ごみ収集

年内は12月29日(木）が最終
１月は５日（木）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

今年最後の野菜市

しめ縄も販売します

来年は４月から再開します

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

12月９日(金)は事務
所は留守になります
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入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞ よろしくお願いします

１区５班 濱本正教 西町71

11月23日(祝)22名が参加し協議会役員研修会を開

催しました。

今回の研修内容は、今年の１月28日に南部町で開

催された南部町地域振興協議会事例発表大会で、東

西町の取り組みとして発表した「住民参画がどのよ

うに形成されてきたか」を役員の皆さんが一緒になっ

て説明を聞き、これまでの振り返りと今後の町づく

りについての共通認

識を持ちました。

研修の後は、今年

の慰労も兼ねて、しっ

かりと絆を深めまし

た。

今年も大盛況だった大運動会、４区伝統の応援

合戦「傘踊り」は、ちびっこ達の元気な掛け声と

事前の入念な練習が功を奏し応援賞に輝きました。

そして慰労と親睦を兼ねた伝統の「応援合戦！

お疲れさま会」を、10月30日(日)にコミセンで開

催しました。大根は面取りしたほうがいい？だし

は昆布とかつお節？ワイワイがやがや、熟練技と

豊富な知恵の総力戦で開始予定５時ドンぴしゃり

に「ほっこりおでん」が完成！

美味しいおでんを堪能しながら、地域の絆の大

切さとさらなる充実・レベルアップを確認し散会

となりま

した。

運動会応援合戦お疲れさま会

協議会役員研修会

鍋を囲んで心も絆も暖まる４区の応援慰労会

★消火栓の位置表示

積雪時の火災で、いざと

いう時に消火栓の場所が分

からないと放水が遅れてし

まい被害拡大の恐れがあり

ます。ホース格納箱から30

ｍ以上も離れたところもあ

り、全箇所の格納箱正面右

下に「消火栓位置表示」を

貼りました。平素から消火

栓の位置を確認しておくことも大切な事と思いま

す。

★水路への土砂流出防止作業

11月12日(土)４区１班からの要望があり、土砂

の流れ込みで水路がふさがれないように山際に土

嚢を積み、防草シートの張付けを行ないました。

町づくり部では、

地区の要望の内で実

施できる小さな作業

も少しずつ進めてい

ます。

今後も皆様のご協

力をよろしくお願い

します。

消火栓の位置図の表示と
土砂流出防止作業を行いました

11月20日(日)西伯小学校と青少年育成会共催の

リサイクル活動を行いました。

子供と地域の大人が一緒なって汗を流し、交流

することと、環境や資源の大切さを学ぶことが目

的です。今回も、小学生から高校生や保護者、地

域の大人等多くの方の協力がありました。

また、青少年育成会ではリサイクル終了後に、

イルミネー

ションにつ

いての臨時

役員会が行

われました。

その結果、

今年は休止

することに

なりました。

リサイクル

土嚢を積み、防草シートを張りました

多くの方の協力で短時間で終了しました

真剣に説明を聞く役員

ここに表示しています

第１１３号 東西町地域振興協議会 平成２８年１２月１日

3

コミセン大掃除と同好会会議及び

ＡＥＤ使用説明会・避難訓練・消火訓練

【事務局】

日 時：12月11日(日) 9：00～11：30(予定)

場 所：コミセン

対 象：施設利用者、各種団体、同好会、教室、

講座参加者、協議会役員

①大掃除

掃除用具を持参いただきますと助かります

②施設利用についての話し合い

③ＡＥＤ使用説明会、避難訓練、消火訓練

各団体から必ず１名以上のご参加をお願いします

除雪機使用講習会及び

ボランティア雪かき隊の募集【事務局】

今季の積雪は多いという予想が出ています。自宅

周辺の除雪をされる方は、貸出ししますので講習会

にご参加ください。また、雪かき隊の募集もします。

歩道等の除雪にご協力をお願いします。

日 時：12月18日(日) 10：00～11：00(予定)

場 所：協議会事務所前

歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

日 時：12月25日(日)

8：30～11：30(予定)

場 所：コミセン

対象の高齢者に年末から正月に

かけて、心暖かく過ごしていただきたいという思い

で、ついたもちを子供達がお届けします。

対象の方には後日案内をお配りします。

年越しそばづくり【手打ちそば同好会・事務局】

恒例の年越しそばづくりを行います。今年は、自

分で打つことができない方でもコミセンで温かいそ

ばをいただくこともできます。事前予約が必要です。

日 時：12月31日(土) 10：00～

場 所：コミセン

①そば打ち体験：10：00～

申込み先着20名

300円(４～５人前)

②食事：12：00～

申込み先着10名・500円(１杯)

申込み：①又は②共、12月20日までに協議会へ

行事のお知らせ どうぞご参加ください

11月16日(水)協議会事務所において、松尾俊宏監

事と坪倉富人監事に、平成28年度中間監査を受けま

した。

28年度前期におけ

る振興協議会事業の

進捗状況及び、各会

計の執行状況や口座

残高確認等をしてい

だきました。

中間監査を受けました

早朝から休みなく動いているショベルカーの音が

しています。待望の新運動公園の工事が急ピッチで

進んでいるようです。

平成29年10月の運動会は、東西町の新運動公園で

開催できるようです。もうしばらくお待ちください。

なお、進入禁止看板

も設置されていますの

で中に入らないように

してください。特に子

供のいるご家庭では

「絶対に入らないよう

に」と話してください。

新運動公園(仮称)進捗状況

会計及び事業監査の様子

３年がかりのコンニャク作り体験を目指し、今年

の５月に日南町でコンニャク芋の種を植えました。

その時の参加者を中心に、11月15日(火)に掘り起こ

しに出かけました。この日はあいにく小雨でしたが、

１男４女の参加者は泥まみれになりながら、来年の

春にまた植えることになるコンニャク芋を掘り起こ

しました。(来年の春まで保管)

そして、お楽しみは、あら

かじめ日南町農家さんに準備

していただいたコンニャク芋

を使ったコンニャク作り体験

と試食会。わさび醤油でいた

だいたコンニャクが絶品でし

た。

３年後にはコンニャク作り

を行う予定にしていますの

でご参加ください。

生産者との交流会

大きくなったかな？

バイパス側から見た新運動公園



第１１３号 東西町地域振興協議会 平成２８年１２月１日

2

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞ よろしくお願いします

１区５班 濱本正教 西町71

11月23日(祝)22名が参加し協議会役員研修会を開

催しました。

今回の研修内容は、今年の１月28日に南部町で開

催された南部町地域振興協議会事例発表大会で、東

西町の取り組みとして発表した「住民参画がどのよ

うに形成されてきたか」を役員の皆さんが一緒になっ

て説明を聞き、これまでの振り返りと今後の町づく

りについての共通認

識を持ちました。

研修の後は、今年

の慰労も兼ねて、しっ

かりと絆を深めまし

た。

今年も大盛況だった大運動会、４区伝統の応援

合戦「傘踊り」は、ちびっこ達の元気な掛け声と

事前の入念な練習が功を奏し応援賞に輝きました。

そして慰労と親睦を兼ねた伝統の「応援合戦！

お疲れさま会」を、10月30日(日)にコミセンで開

催しました。大根は面取りしたほうがいい？だし

は昆布とかつお節？ワイワイがやがや、熟練技と

豊富な知恵の総力戦で開始予定５時ドンぴしゃり

に「ほっこりおでん」が完成！

美味しいおでんを堪能しながら、地域の絆の大

切さとさらなる充実・レベルアップを確認し散会

となりま

した。

運動会応援合戦お疲れさま会

協議会役員研修会

鍋を囲んで心も絆も暖まる４区の応援慰労会

★消火栓の位置表示

積雪時の火災で、いざと

いう時に消火栓の場所が分

からないと放水が遅れてし

まい被害拡大の恐れがあり

ます。ホース格納箱から30

ｍ以上も離れたところもあ

り、全箇所の格納箱正面右

下に「消火栓位置表示」を

貼りました。平素から消火

栓の位置を確認しておくことも大切な事と思いま

す。

★水路への土砂流出防止作業

11月12日(土)４区１班からの要望があり、土砂

の流れ込みで水路がふさがれないように山際に土

嚢を積み、防草シートの張付けを行ないました。

町づくり部では、

地区の要望の内で実

施できる小さな作業

も少しずつ進めてい

ます。

今後も皆様のご協

力をよろしくお願い

します。

消火栓の位置図の表示と
土砂流出防止作業を行いました

11月20日(日)西伯小学校と青少年育成会共催の

リサイクル活動を行いました。

子供と地域の大人が一緒なって汗を流し、交流

することと、環境や資源の大切さを学ぶことが目

的です。今回も、小学生から高校生や保護者、地

域の大人等多くの方の協力がありました。

また、青少年育成会ではリサイクル終了後に、

イルミネー

ションにつ

いての臨時

役員会が行

われました。

その結果、

今年は休止

することに

なりました。

リサイクル

土嚢を積み、防草シートを張りました

多くの方の協力で短時間で終了しました

真剣に説明を聞く役員

ここに表示しています

第１１３号 東西町地域振興協議会 平成２８年１２月１日

3

コミセン大掃除と同好会会議及び

ＡＥＤ使用説明会・避難訓練・消火訓練

【事務局】

日 時：12月11日(日) 9：00～11：30(予定)

場 所：コミセン

対 象：施設利用者、各種団体、同好会、教室、

講座参加者、協議会役員

①大掃除

掃除用具を持参いただきますと助かります

②施設利用についての話し合い

③ＡＥＤ使用説明会、避難訓練、消火訓練

各団体から必ず１名以上のご参加をお願いします

除雪機使用講習会及び

ボランティア雪かき隊の募集【事務局】

今季の積雪は多いという予想が出ています。自宅

周辺の除雪をされる方は、貸出ししますので講習会

にご参加ください。また、雪かき隊の募集もします。

歩道等の除雪にご協力をお願いします。

日 時：12月18日(日) 10：00～11：00(予定)

場 所：協議会事務所前

歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

日 時：12月25日(日)

8：30～11：30(予定)

場 所：コミセン

対象の高齢者に年末から正月に

かけて、心暖かく過ごしていただきたいという思い

で、ついたもちを子供達がお届けします。

対象の方には後日案内をお配りします。

年越しそばづくり【手打ちそば同好会・事務局】

恒例の年越しそばづくりを行います。今年は、自

分で打つことができない方でもコミセンで温かいそ

ばをいただくこともできます。事前予約が必要です。

日 時：12月31日(土) 10：00～

場 所：コミセン

①そば打ち体験：10：00～

申込み先着20名

300円(４～５人前)

②食事：12：00～

申込み先着10名・500円(１杯)

申込み：①又は②共、12月20日までに協議会へ

行事のお知らせ どうぞご参加ください

11月16日(水)協議会事務所において、松尾俊宏監

事と坪倉富人監事に、平成28年度中間監査を受けま

した。

28年度前期におけ

る振興協議会事業の

進捗状況及び、各会

計の執行状況や口座

残高確認等をしてい

だきました。

中間監査を受けました

早朝から休みなく動いているショベルカーの音が

しています。待望の新運動公園の工事が急ピッチで

進んでいるようです。

平成29年10月の運動会は、東西町の新運動公園で

開催できるようです。もうしばらくお待ちください。

なお、進入禁止看板

も設置されていますの

で中に入らないように

してください。特に子

供のいるご家庭では

「絶対に入らないよう

に」と話してください。

新運動公園(仮称)進捗状況

会計及び事業監査の様子

３年がかりのコンニャク作り体験を目指し、今年

の５月に日南町でコンニャク芋の種を植えました。

その時の参加者を中心に、11月15日(火)に掘り起こ

しに出かけました。この日はあいにく小雨でしたが、

１男４女の参加者は泥まみれになりながら、来年の

春にまた植えることになるコンニャク芋を掘り起こ

しました。(来年の春まで保管)

そして、お楽しみは、あら

かじめ日南町農家さんに準備

していただいたコンニャク芋

を使ったコンニャク作り体験

と試食会。わさび醤油でいた

だいたコンニャクが絶品でし

た。

３年後にはコンニャク作り

を行う予定にしていますの

でご参加ください。

生産者との交流会

大きくなったかな？

バイパス側から見た新運動公園
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会報まち１２月
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

協議会では各部長・各区長と事務局の計12名で運営委員会

を年６回開催し、事業の進捗状況、新たな課題等についての

協議・検討や10万円を越す発注に対する稟議を行なっていま

す。

10月28日(金)の第３回運営委員会では、次の項目について

協議を行いました。その内容と結果を報告します。

①29年度町政に対する要望のとりまとめ

【皆さんから出された要望に対して現地確認を行った後、

振り分けをし、町で対応していただくものをまとめて

要望しました。過年度要望で未実施のものについては過年度分として引き続き要望します。】

②環境美化カメラの設置

【分別ごみ立ち当番廃止がされていない３区でも設置します。】

③文書配布とコミセンの清掃業務

協議会発足当時に比べ、見守り活動や防災そして認知症SOS訓練等に関する取り組みが増えてきました。

更に東西町は、他の振興協議会とは違い自治会業務も行っているので、事務局員が多忙で振替休日もな

かなか取れないのが現状です。負担軽減を図る為に以下の提案がありました。

■忙しい時期の事業に関する役員宛の文書配布代行について【承認されました】

■定期的なコミセン清掃業務の肩代わりについて【12月のコミセン大掃除後の会議に提案する】

④「西町の郷」の送迎車購入

【車を購入することには意義なし。中古車のみの提案だったが、リースや新車等についても検討する。】

⑤要望・報告事項（各部長・各区長より）

「分別ごみの誤搬出について」「運動会の競技や賞品について」「マンション入口付近に徐行標示を追

加して欲しい」「福祉のもちづくり」や「とんどさん・新年会」の予定について

第３回 運営委員会を開催

好天気の11月12日(土)25名の参加者で「観光ガイドとめ

ぐる米子下町散策」のウォーキングを行いました。

普段は入ることができない商家独特の長屋や、かつて旅

館だったという３階建ての木造家屋や、江戸時代に作られ

た小路や茶店、米子

城の城壁修復のお礼

として下賜された鯱

(シャチホコ)、そし

て昭和天皇が宿泊さ

れたときに出入りさ

れた以後は、開かずの

門となっている名家等を、ガイドの名調子と共に２時間かけて廻っ

た楽しい健康ウォーキングでした。

健康ウォーキング

盛りだくさんの協議内容を真剣に協議する委員

ガイドの説明を聞きながら散策する参加者

城下町の佇まいも残っていました

日 曜日 １２月の予定表
1 木 謡曲/万寿会軽体操/習字/ミニテニス

2 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊ 発 泡 ・プラ・ ビ ン ・ 缶

3 土 銭太鼓/歩こう会/ソフトバレー

4 日 水道 料金改定 説明会16：00～/マージャン

5 月 もち づ くり実 行委員会

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 検診 結果説明 会/フラダンス/ミニテニス

8 木 謡曲/習字/ダンス/ミニテニス

9 金 ＜人権学習会＞　笑いヨガ

10 土 野 菜 市 8 :00～ /銭太鼓/ソフトバレー

11 日
＜コミセン大掃除と利用者会議・AED・消火・避難訓練＞
町づ くり部会 /クリーンウォーク

12 月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊ 不 燃 ごみ

13 火

14 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス/(外 )４区サロン

15 木 万寿会軽体操/ダンス/ミニテニス

16 金 　　　　　　         ＊ 発 泡 ・ プラ・再 ビ ン ・ペ ット Ｂ ・古 紙 (ざつが み )

17 土
＜手話講座＞　わ くわ くショップ10 :3 0 ～
銭太鼓/低山会/ソフトバレー

18 日 ＜除雪機使用講習会＞

19 月 ２区 サロン

20 火

21 水 フラダンス/ミニテニス

22 木 習字/ダンス/ミニテニス

23 金

24 土 銭太鼓/ソフトバレー

25 日 ＜歳末福祉のもちづくり＞＜子供会クリスマス会＞

26 月 うたの会

27 火 まち の保健室

28 水 フラダンス/ハンドメイド/ミニテニス/野 菜 市 8 :00～

29 木 ダンス/ミニテニス

30 金

31 土 ＜年越しそばづくり＞　銭太鼓

１月の予定
7 土 初釜・着物着付け講習会【人づくり部】

8 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

21 土 食習慣改善講習会【福祉部・食生活改善推進委員】

第１１３号 東西町地域振興協議会 平成２８年１２月１日

4

ネコの不妊・去勢奨励

事業の紹介

飼いネコを対象とし

た奨励事業が行われま

す。(補助)

●平成28年12月2日から先着順で

募集頭数が一杯になったら終了

●１家族２頭まで

●メスの避妊手術には4,000円

オスの去勢手術には2,000円

●詳細は、情報なんぶ11月号又は

南部町町民生活課へ問い合わせ

電話[66-3114]

タイヤ盗や

空き巣、侵入盗に

注意！！

タイヤを交換する時期

になりました。昨年の春には地

区内でタイヤの盗難が発生しま

した。車庫に置いているだけと

いう保管の仕方では危ない！

人目につきにくい場所や、短

時間で取り出しができないよう

に紐で結んでおく等、少しの工

夫でも効果があるようです。

また、空き巣や侵入盗にも気

をつけましょう。

ＡＥＤをコミセンに設置しました

事務所に設置して

あったＡＥＤをコミ

センに移設しました。

コミセン玄関ホー

ル電話横のキャビネットの中に置

いあります。

ＡＥＤ使用説明会を行います

12月11日(日)10：30～11：00

緊急時に使用できるようにご参加

ください。

年末年始協議会事務所の休み

12月28日(水・午後)～１月４日(水)

緊急時には事務所玄関に貼り出

してある連絡先にお願いします。

年末年始の可燃ごみ収集

年内は12月29日(木）が最終
１月は５日（木）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう

今年最後の野菜市

しめ縄も販売します

来年は４月から再開します

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

12月９日(金)は事務
所は留守になります


