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会報まち２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

1月6日(日)東西町のとんどさんと新年会が

開催されました。

旧天津運動公園でとんどさんが行われまし

た。開始時刻の８時前には既に多くの方が来

場され、町づくり部石田部長が祝詞を奏上し、

火入れを行う厳粛なお焚きあげ神事が執り行

われました。テントの中では、町づくり部が準備したぜんざいや

甘酒が振る舞われていました。また、書き初めに挑戦した後、炎

で舞い上がった半紙に文字の上達や健康を祈っている姿も見られ

ました。来場者数は181名でした。

11:00からコミセンで、平成最後となる東西町新年会が開催され

37名の出席がありました。会長の挨拶の後、ご出席の年男・年女

３名により「ありがとう平成 さらに住み良い東西町へ新たな年の

始まり」と題したくす玉開きを行い開宴されました。

平成の東西町を写真で振り返るでは、今回は平成の30年間を(人)

にスポットをあてて写真で振り返りました。

昔のお元気な頃の写真に会場は、懐かしさと感謝でいっぱいの

空気に。改めて、多くの方々のご尽力があって現在の東西町になっ

たのだと感じました。

ほろ酔い気分の中、今年も川柳大会を行いました。

お題は「絆」。今回は、おもしろ川柳大会とし、一番笑

いを集めた作品を来場者の投票で選びました。

ダントツの16票を集めた作品「晩年に 絆もつれて

墓は別」優勝はまたまた佐伯一二美(3-3)さんでした。

３回優勝すると名人位に昇格になるかも？・・・要検討。

来年は、新元号第１回目の新年会です。

どうぞ皆さんご参加ください。

とんどさんと新年会

任期満了に伴い、会長及び各部員を募集します。

協議会長・各部員の一般公募について

●各部員：任期２年(再任可)

町づくり部(若干名)

人づくり部(20名程度)

福祉部(12名程度）

手当(部員)：年2,500円程度(総会で決定)

応募〆切：２月22日(金)

申し込み先：協議会事務局

●協議会長：任期３年 報酬：月額100,000円

応募される方は住所、氏名、連絡先を記入の上、

ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出く

ださい。

公募の期間：平成31年２月15日(金)～２月22日(金)

※会長候補者は、公募を含めて運営委員会で選

考し総会に提案します。

会長と年男・年女によるくす玉開き

おもしろ川柳大会の様子

⇐お焚き上げ
神事に参加さ

れる来場者

ぜんざいや甘

酒も大盛況

⇓

日 曜日 ２月の予定表
1 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土
＜スキー&スノーボード教室＞１区サロン/銭太鼓
ソフトバレー

3 日 ＜町・バウンスボール大会＞　写真/万寿会ゴミ拾い

4 月

5 火 つどい100体/男のクッキング

6 水

7 木 コミセン100体/習字/1区2班

8 金 笑いヨガ/２区区会

9 土 そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

10 日 マージャン

11 月

12 火 つどい100体/４区・２区合同サロン

13 水

14 木 コミセン100体/習字/児童クラブ説明会/ハンドメイド

15 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

16 土
わくわくショップ10:30～/1区区会/子供会役員会
銭太鼓/ソフトバレー

17 日 ＜東西町健康講座＞

18 月

19 火 つどい100体

20 水

21 木 コミセン100体/習字

22 金 ＊不燃ごみ

23 土 銭太鼓/ソフトバレー

24 日

25 月 うたの会

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 コミセン100体/習字

３月の予定
10 日 リサイクル【青少年育成会】

17 日 中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】
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東西町スポーツ広場

いつでも綺麗なトイレに！！

正月は良い天気でしたので、東西

町スポーツ広場には子どもたちの

賑やかな声が響いていました。

でも・・、トイレを見ますと男

性用、女性用にも流し忘れで残り

物が・・。

小さいお子さんが

利用された後なので

は(？)と思います。

自動では流れない

ので保護者が確認を

お願いします。

★わくわくショップ再開

２月16（土）10:30～

★野菜市：５月から

４月からとお知らせしていましたが

変更になりました

融雪剤を設置しています
融雪剤を地区内の坂等の危険と

判断する場所５箇所に置いていま

す。どうぞご使用ください。

分別ごみを排出する時に確認を

①ヤクルトの容器がざつがみに

混ざっている。⇒プラへ

②プラコップ⇒プラへ

③紙コップ⇒ざつがみへ

表示を確認してください。

④ざつがみを紙袋で出していた

だいていますが、積み込む時

にバラけたり、濡れたりする

と破れて散乱しますので、新

聞紙やダンボールと同じよう

に、紙袋もひもで十文字に結

んで出してください。

⑤残っている物に限って番地や

名前が書いてなかったり明記

されていません。間違いは誰

にでもあることです。番地又

は名前を読める字で書いてく

ださい。

ご協力をお願いします。

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
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１月19日(土)つどいで着物着付け講習会と初釜を

行いました。

10:00からは着付け講習会を行い、阿部栄子(1-1)

さんに教えてもらいながら自分で着られるように何

度も練習をしました。天気も良く、折角着物を着た

のでと、ランチに出かけました。

15:00からつどいで初釜を行いました。初釜には、

家族３世代での参加もあり、阿部さんや小学生のお

点前で美味しくいただきました。

着物着付け講習会・初釜

１月20日(日)今年は、雪や凍結の心配もなく会場

のふるさと交流センターには、人づくり部選手選考

担当が選抜された選手が集合されました。

競技は南部町ルールで区対抗戦のトーナメント方

式。１チーム３名(女性が１名含む)で行われました。

今年もバウンスボール協会から三好さんと松野さ

んに指導と審判をお願いしました。

どの試合も白熱した展開で、ときには審判の判断

に異議を唱える場面もあり笑いを誘っていました。

優勝は２区、２位４

区、３位３区。１区

は昨年同様選手が集

まらずオープン参加

となりました。

東西町バウンスボール大会

１月12日

(土)第４回

運営委員会

をつどいで

開催しまし

た。

協議事項

は下記のとおりです。

①区会兼人権学習会開催について

区長と人権学習推進委員により、各区での区会兼

人権学習会を開催していただく。

②(仮)健康づくりポイント制度の推進について

新年度、取組みを開始したい。次回の運営委員会

にて詳細を提案する。

③第３期地域づくり計画書策定について

新たな計画書の策定作業を進めていきます。

④新年度の各部の事業計画と予算について

⑤次年度行政各種委員の選出について

⑥振興協議会の役員改選について

(募集については１頁をご覧ください。)

運営委員会

遠 藤 範 人(1区)

芳 賀 綾 奈(1区)

花 岡 隼 輔(1区)

吉 村 涼 平(2区)

玄 行 祐 騎(4区)
平成30年度成人式名簿を参考にしています

成人を検索すると、「人」が「成」完成する。

「一人前」である。法的には、単独で法律行為が

行えるようになる年齢のこと。子供と成人の違い

は、「自分で責任が取れ、自分のことが出来た上

で、相手や周りのことまで考えられる人」

・・・諸説あり

子供に「大人(おせ)の背中」をみせましょう。

祝 成人

多くの事項を協議していただきました

日本人の体型にピッ
タリの着物をどんど
ん着ましょう

ふるさと交流センターでの大会の様子

珍プレーファインプレー続出

細田稀咲さん
(小学２年生)のお点前
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スキー【人づくり部】

日時：２月２日(土)11:00コミセン出発

場所：奥大山スキー場

内容：スキー・スノーボード・雪遊び

参加申し込みは終了しました。

申し込みされた方は参加料、レンタル料等お釣り

のいらないようにご準備ください。

南部町バウンスボール大会【人づくり部】

日時：２月３日(日)8:30～12:00

場所：農業者トレーニングセンター

競技：振興協議会対抗戦

参加申し込みは終了しました。

申し込みされた方は、体育館シューズをご準備く

ださい。

東西町健康講座【福祉部・健康増進委員】

日時：２月17日(日)13:30～14:30

場所：つどい

演題：コツコツはじめる生活習慣病予防

講師：南部町国民健康保険西伯病院

管理栄養士 永井志保氏

参加申し込みは不要です。

どうぞご参加ください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

１月18日(金)

東西町放課後

児童クラブの

連絡会を開催

しました。

児童クラブ

支援員３名と

子育て支援課

の担当者、協議会から会長と担当事務局員が参加し

ました。運営上の改善点や要望、施設整備などにつ

いて協議しました。

また、１月23日(水)東西町放課後児童クラブ運営

委員会を開催しました。委員は、民生委員代表、保

護者代表、児童クラブ支援員代表、協議会長、副会

長、担当事務局員の６名です。

昨年度の活

動報告、中間

決算報告、新

年度の利用に

ついて等を話

し合いました。

１区１班 門脇智大さ

ん(法勝寺中２年生)

平成30年11月23日に開

催された2019ＭＵＦＧジュ

ニアテニストーナメント

鳥取県予選大会の男子15

歳以下の部で優勝されま

した。

４月９日に名古屋市で

開催される全国大会に出

場されます。

お父さんにお話を聞き

ました。「小学生の時にスポ少で基礎を教えていた

だくなど大変お世話になり感謝していますというこ

とを伝えたい。現在は、米子市にあるテニスグラブ

で練習しています。」

ご健闘を祈ります。

活躍する東西町の若鮎達

東西町から明け枝橋を渡って会見方面に行く途中

の田んぼに、この日は３箇所に白鳥が集まって餌を

食べていました。見張り役の白鳥に守られて、安心

している様子で道路のすぐそばにも集まっていまし

た。夕方のある時間になると３箇所のグループごと

に一斉に飛び立って行くのを見ることができて、と

ても感動しました。

放課後児童クラブ
連絡会及び運営委員会

南部町の白鳥ロード

あいさつや返事のできる子供に・・・と

継続するために話し合いを行っています

東西町スポーツ広場
壁打ち場にて

やさしく見守ってくださいね
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に一斉に飛び立って行くのを見ることができて、と

ても感動しました。

放課後児童クラブ
連絡会及び運営委員会

南部町の白鳥ロード

あいさつや返事のできる子供に・・・と

継続するために話し合いを行っています

東西町スポーツ広場
壁打ち場にて

やさしく見守ってくださいね
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会報まち２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

1月6日(日)東西町のとんどさんと新年会が

開催されました。

旧天津運動公園でとんどさんが行われまし

た。開始時刻の８時前には既に多くの方が来

場され、町づくり部石田部長が祝詞を奏上し、

火入れを行う厳粛なお焚きあげ神事が執り行

われました。テントの中では、町づくり部が準備したぜんざいや

甘酒が振る舞われていました。また、書き初めに挑戦した後、炎

で舞い上がった半紙に文字の上達や健康を祈っている姿も見られ

ました。来場者数は181名でした。

11:00からコミセンで、平成最後となる東西町新年会が開催され

37名の出席がありました。会長の挨拶の後、ご出席の年男・年女

３名により「ありがとう平成 さらに住み良い東西町へ新たな年の

始まり」と題したくす玉開きを行い開宴されました。

平成の東西町を写真で振り返るでは、今回は平成の30年間を(人)

にスポットをあてて写真で振り返りました。

昔のお元気な頃の写真に会場は、懐かしさと感謝でいっぱいの

空気に。改めて、多くの方々のご尽力があって現在の東西町になっ

たのだと感じました。

ほろ酔い気分の中、今年も川柳大会を行いました。

お題は「絆」。今回は、おもしろ川柳大会とし、一番笑

いを集めた作品を来場者の投票で選びました。

ダントツの16票を集めた作品「晩年に 絆もつれて

墓は別」優勝はまたまた佐伯一二美(3-3)さんでした。

３回優勝すると名人位に昇格になるかも？・・・要検討。

来年は、新元号第１回目の新年会です。

どうぞ皆さんご参加ください。

とんどさんと新年会

任期満了に伴い、会長及び各部員を募集します。

協議会長・各部員の一般公募について

●各部員：任期２年(再任可)

町づくり部(若干名)

人づくり部(20名程度)

福祉部(12名程度）

手当(部員)：年2,500円程度(総会で決定)

応募〆切：２月22日(金)

申し込み先：協議会事務局

●協議会長：任期３年 報酬：月額100,000円

応募される方は住所、氏名、連絡先を記入の上、

ご本人が東西町地域振興協議会事務所へ提出く

ださい。

公募の期間：平成31年２月15日(金)～２月22日(金)

※会長候補者は、公募を含めて運営委員会で選

考し総会に提案します。

会長と年男・年女によるくす玉開き

おもしろ川柳大会の様子

⇐お焚き上げ
神事に参加さ

れる来場者

ぜんざいや甘

酒も大盛況

⇓

日 曜日 ２月の予定表
1 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土
＜スキー&スノーボード教室＞１区サロン/銭太鼓
ソフトバレー

3 日 ＜町・バウンスボール大会＞　写真/万寿会ゴミ拾い

4 月

5 火 つどい100体/男のクッキング

6 水

7 木 コミセン100体/習字/1区2班

8 金 笑いヨガ/２区区会

9 土 そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

10 日 マージャン

11 月

12 火 つどい100体/４区・２区合同サロン

13 水

14 木 コミセン100体/習字/児童クラブ説明会/ハンドメイド

15 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

16 土
わくわくショップ10:30～/1区区会/子供会役員会
銭太鼓/ソフトバレー

17 日 ＜東西町健康講座＞

18 月

19 火 つどい100体

20 水

21 木 コミセン100体/習字

22 金 ＊不燃ごみ

23 土 銭太鼓/ソフトバレー

24 日

25 月 うたの会

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 コミセン100体/習字

３月の予定
10 日 リサイクル【青少年育成会】

17 日 中学新１年生自転車通学路確認【青少年育成会】
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東西町スポーツ広場

いつでも綺麗なトイレに！！

正月は良い天気でしたので、東西

町スポーツ広場には子どもたちの

賑やかな声が響いていました。

でも・・、トイレを見ますと男

性用、女性用にも流し忘れで残り

物が・・。

小さいお子さんが

利用された後なので

は(？)と思います。

自動では流れない

ので保護者が確認を

お願いします。

★わくわくショップ再開

２月16（土）10:30～

★野菜市：５月から

４月からとお知らせしていましたが

変更になりました

融雪剤を設置しています
融雪剤を地区内の坂等の危険と

判断する場所５箇所に置いていま

す。どうぞご使用ください。

分別ごみを排出する時に確認を

①ヤクルトの容器がざつがみに

混ざっている。⇒プラへ

②プラコップ⇒プラへ

③紙コップ⇒ざつがみへ

表示を確認してください。

④ざつがみを紙袋で出していた

だいていますが、積み込む時

にバラけたり、濡れたりする

と破れて散乱しますので、新

聞紙やダンボールと同じよう

に、紙袋もひもで十文字に結

んで出してください。

⑤残っている物に限って番地や

名前が書いてなかったり明記

されていません。間違いは誰

にでもあることです。番地又

は名前を読める字で書いてく

ださい。

ご協力をお願いします。

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


