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会報まち３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

平成24年４月県下で例のない地域で運営する放課後児童クラブ

を開設しました。その時１年生だった児童がこの４月から中学生

になります。

６年間の延べ利用者数は10,000人超となりそうです。東西町で

開級することにより、米子市内等で勤務される保護者にとっては、

夏休み等の長期期間中の送迎時間が朝夕で約１時間短縮になる等

大きな子育て支援になっているのではないかと思います。

支援員の努力は勿論、近隣の方々の温か

いご理解の賜物です。

今年も２月15日(木)集会所で平成30年

度東西町放課後児童クラブ利用者説明会

を開催しました。平成30年度は、通常の

学校開校日は８名、長期休暇時の利用は

15名です。その内新1年生は５名です。

東西町放課後児童クラブ開設から丸６年

東西町地域振興協議会事務局員(総務省の集落支

援員)を募集します。

資格要件：東西町の町づくりに対して熱意をもって

取り組める方

普通自動車免許取得者・パソコンで文書

作成等が出来る方

業務内容：東西町地域振興協議会運営に係る事務及

び事業全般

勤 務 地：東西町地域振興協議会

募集人員：１名

雇用期間：平成30年４月１日～31年３月31日

勤務時間：月曜日～金曜日8：30～17：15

(事業実施時はこの範囲ではありません)

給 与：155,800円(社会保険料含む)

加入保険：(健康・年金・介護・雇用・労災)保険

募集〆切：平成30年3月12日(月)までに写真付き

履歴書を添えて本人が申し込んでくださ

い

東西町地域振興協議会事務局員を
募集します当地区にあったコンビニが撤退したことにより、

旧国道西側の登り角を照らす照明が無くなりました。

このため防犯灯の設置要望が出ていました。併せ

て、その角の樹木が大きくなり防犯灯を設置するの

に障がいになることや、落葉によるスリップ事故を

防ぐために木の伐採を行うことにしていました。

費用の半分は南部町のまちづくり推進事業の助成

金で賄いました。２月１日に全ての作業が完了しま

した。

まちづくり推進助成金事業で
木の伐採と防犯灯設置

アフター

大変明るくなり落ち葉も少
なくなりました。
防犯灯も新設しました

開設当時のクラブのようす

夏休みの地区外活動

新年度説明会を開催しました

ビフォー

うっそうと木が茂ってい
ました

日 曜日 ３月の予定表
1 木 万寿会軽体操/習字

2 金 ４区レクトレ　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

3 土 運営委員会/万寿会体力測定/子供会役員会/ソフトバレー

4 日 ＜健康講演会＞　２区２班/写真

5 月 コミセン(全館ワックスがけのため立入り禁止)

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 鳥取大学地域学部・鳥取県連携講座会場

8 木 習字

9 金 笑いヨガ

10 土 ＜着付け講習会＞　そばの会/２区３班/１区２班/ソフトバレー

11 日 ＜リサイクル＞　＜子供会歓送迎会＞　クリーンウォーク

12 月

13 火 福祉部会/４区サロン(外)

14 水 フラダンス/ハンドメイド/1区サロン

15 木 万寿会軽体操/習字/１区５班

16 金 　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土 わくわくショップ10:30～/低山会/ソフトバレー

18 日 マージャン/１区４班

19 月 ２区サロン/３区サロン(外)

20 火

21 水 フラダンス

22 木 習字

23 金 中学育成会総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

24 土 地域福祉委員会/ソフトバレー

25 日
＜中学新1年生自転車通学路確認＞　子供会総会
１区１班

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

29 木

30 金

31 土 運営委員会/子供会役員会/ソフトバレー

４月の予定
15 日 東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

16 月 新区長・班長会議【事務局】
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プラ類を分別ゴミに排出する時

プラ類の分別ゴミへの排出も定着

し、可燃ごみ減量化に大きな成果を

あげていることに大変感謝申し上げ

ます。収集作業の方から「プラ類を

入れてある袋が破れて中身が散乱す

ることがあり困っている」と相談が

ありました。袋が裂け

ないように、多少ゆと

りをもたせての排出を

お願いします。

東西町の小さな春を見つけました

今季は低温で積雪も多く、寒く

て長い冬でしたが、春はすぐそこ

まで来ています。

２区奥堤池周辺で寒椿がピンク

色のとてもかわいらしい花をつけ

ています。今年の大雪を耐え抜き

多くの花を

つけて春

を告げて

いるよう

です。

東西町地域振興協議会への

加入のすすめ

安全で安心な町づくりのために、

仲間づくりを広げていきましょう。

近年東西町に入居される殆どの方

が入会されます。未加入の方へも声

をかけていただき、助け合える町づ

くりを目指しましょう。

東西町地域振興協議会

通常総会

日程：４月15日(日)

現班長、理事の任期は総会日ま

でです。もう少しお世話になりま

す。

新たに任に就かれる方に対して

もお互いさまの気持ちで皆で助け

合っていきましょう。

すずなりに花をつけています

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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２月４日(日)農業者トレーニングセンターで、今

回で４回目になる南部町民バウンスボール大会が地

域振興協議会対抗で開催されました。

出場対象は、Ａ：小学生以上50歳未満、Ｂ：50歳

以上で、登録選

手は無制限、出

場選手は３名(必

ず1名以上の女性

が出場すること)

です。

東西町からは

Ａ：女子中学生を含む男女５名、Ｂ：男女８名が参

加し、全員がローテーションで出場しました。

練習会を行って優勝を目指しましたが、戦績は、

昨年同様Ａ：３位、Ｂ：２位でした。

今年も天津地域振興協議会がダブル優勝でしたが、

他の振興協議会の方々

と交流する絶好の機会

ですので、来年は、もっ

と多くの参加をお願い

します。

南部町バウンスボール大会

２月５日(月)ＪＩＣＡ（青年海外協力協会）が受

託された、カンボジアの将来のリーダーとして地方

行政制度を学ぶ青年研修事業の一環で、東西町の高

齢者ケアの取り組みの研修に見えました。

雪など降ることのない国から、今冬一番の寒さで

雪が降る中での来訪でしたので「雪は冷たいですが、

心が温まる白いプレゼントです」と切り出すと（通

訳付き）、男女15名の青年研修生から一斉に拍手が

飛び出し、

和やかな雰

囲気の中で

の研修とな

りました。

カンボジアからの
青年研修を受入

２月19日(月)町づくり部で

１区から４区の消火栓43か所の

一斉点検を行いました。

一部フタの開きにくい所や閉

めにくい所がありました。

今後修理の必要なところは対

応したいと思います。

入会・退会のお知らせ（敬称略）

＜入会・入居＞

３区５班 林 純一 東町37

昨年同様２位と３位の賞状と賞品をゲット

Ｂチームを準優勝へ導いた本間さ
んの好プレー(コート奥)

カンボジアの将来のリーダーに説明しました

消火栓点検

２月３日(土)奥大山ス

キー場でスキー＆スノー

ボード教室を行いました。

今年は天津地域振興協

議会の参加はありません

でしたが、社協バスに満

員の27名が参加しました。

稲田 蓮(3-3) 西伯小学校２年

ことしでスキーは２回めだった。お

く大山スキー場でするのは、はじめて

だった。すべるところが楽しかったけ

ど、歩いて上がるところが大へんだっ

た。さい後に１回リフトにのってす

べった。来年もさんかしてもっと上

手にすべれるようになりたいです。

西本涼平(4-2) 西伯小学校４年

去年も東西町のスキー教室に参加した。今年で２

回目だった。スキーをはいたままで歩いて登るのが

大変だったけど、スキーも宝さがしもバスの中も全

部楽しかった。生まれて初めてリフトに乗って上か

らすべって下りたの

が、ちょっとこわかっ

たけど気持ち良かっ

た。来年もぜったい

参加して、完ぺきに

すべれるようになり

たいです。

スキー＆スノーボード教室

参加賞は宝探しでゲットした商品

スキー初級の
指導のようす

点検をする部員

スノーボード初
体験でもすぐに上
達し、このフォー
ム
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着物着付け講習会【人づくり部】

１月に予定の初釜と着付け講習会が雪のため開催で

きませんでしたので、着付け講習会のみ開催します。

日 時：３月10日(土)10：00～12：00

場 所：つどい

指導者：阿部栄子さん(1-1)

申込み〆切：３月６日(火)

リサイクル【青少年育成会】

日 時：３月11日(日)9：00～

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

(ビンやスチール缶は回収しません)

●９時までに可燃ごみ集積場かコミセンに搬出して

ください

●子供達が回収に回りますので、持ちやすいように

お願いします

●高齢の方等で搬出できない場合は自宅前道路に置

いてください

＊環境と高齢者に優しいリサイクル活動に皆さん

のご協力をお願いします

中学新１年生自転車通学路点検【青少年育成会】

中学新１年生と青少年育成会委員が、自転車で一緒

に中学校までの自転車通学路の確認を行います

阿賀駐在の伊藤さんの協力もあります

日 時：３月25日(日)

出 発：協議会事務所前 11：00

準備品：自転車・ヘルメット

(ヘルメットの無い方は準備します)

参加者とりまとめ：子供育成会へ

＊少雨決行・大雨時は車で確認しま

すので集合してください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

東町中央道歩道(両側)のカラー塗装実施

予てから、東町中央道の歩行者交通安全対策とし

て、町に要望していました歩道のカラー塗装が、今

月中旬に完成することになりました。車庫が中央道

に面しているところや、通り抜けの出来ないお宅で

は、作業中に車の出入りが出来にくいこともありま

すが、ご理解をお願いいたします。工事の詳細は配

布や回覧しますチラシをご覧ください。

期間：３月１日(木)～３月15日(木)

東西町スポーツ広場への電気供給工事

スポーツ広場トイレへの電気供給工事として、電

柱新設及び電気配線工事が行われます。そのため作

業中は通行止めになります。

期間：３月16日(金)～22(木)

場所：集会所駐車場から３区に抜ける道

東西町地域振興協議会事務所玄関内に本が200冊

程置いてあります。２か月に１回南部町図書館が本

の入れ替えをされ、協議

会で貸し出しを行って

います。その中に、大

きな字の大活字本があ

ります。大変読みやす

いと好評です。

どうぞご利用ください。

２月５日(月)は積雪量22cm、７日(水)は積雪量

15cmとなり除雪ボランティアが出動しました。

この両日は朝の気温が氷点下となりましたので、

雪が軽く小型除雪機の走行速度を上げての除雪とな

りました。

今冬は小飯(1-2)

長谷川(1-5)、長野(2-1)

山崎(2-1)、渡辺(4-2)

小杉(4-3)（敬称略）

原会長、谷口副会長が

除雪ボランティアとして

計６回（２月23日現在）

出動していただいていま

す。

今季の除雪ボランティア
出動回数

大きな字で読みやすい

訂正

先月号の記事に一部誤りがありましたので

訂正します

３頁 東西町創成50周年に向けて

(誤)昭和47年に当時入居されていた・・

(正)昭和46年に当時入居されていた・・

寒い中お世話になりました

大活字本の紹介工事及び作業のお知らせ



第１２８号 東西町地域振興協議会 平成３０年３月１日

2

２月４日(日)農業者トレーニングセンターで、今

回で４回目になる南部町民バウンスボール大会が地

域振興協議会対抗で開催されました。

出場対象は、Ａ：小学生以上50歳未満、Ｂ：50歳

以上で、登録選

手は無制限、出

場選手は３名(必

ず1名以上の女性

が出場すること)

です。

東西町からは

Ａ：女子中学生を含む男女５名、Ｂ：男女８名が参

加し、全員がローテーションで出場しました。

練習会を行って優勝を目指しましたが、戦績は、

昨年同様Ａ：３位、Ｂ：２位でした。

今年も天津地域振興協議会がダブル優勝でしたが、

他の振興協議会の方々

と交流する絶好の機会

ですので、来年は、もっ

と多くの参加をお願い

します。

南部町バウンスボール大会

２月５日(月)ＪＩＣＡ（青年海外協力協会）が受

託された、カンボジアの将来のリーダーとして地方

行政制度を学ぶ青年研修事業の一環で、東西町の高

齢者ケアの取り組みの研修に見えました。

雪など降ることのない国から、今冬一番の寒さで

雪が降る中での来訪でしたので「雪は冷たいですが、

心が温まる白いプレゼントです」と切り出すと（通

訳付き）、男女15名の青年研修生から一斉に拍手が

飛び出し、

和やかな雰

囲気の中で

の研修とな

りました。

カンボジアからの
青年研修を受入

２月19日(月)町づくり部で

１区から４区の消火栓43か所の

一斉点検を行いました。

一部フタの開きにくい所や閉

めにくい所がありました。

今後修理の必要なところは対

応したいと思います。

入会・退会のお知らせ（敬称略）

＜入会・入居＞

３区５班 林 純一 東町37

昨年同様２位と３位の賞状と賞品をゲット

Ｂチームを準優勝へ導いた本間さ
んの好プレー(コート奥)

カンボジアの将来のリーダーに説明しました

消火栓点検

２月３日(土)奥大山ス

キー場でスキー＆スノー

ボード教室を行いました。

今年は天津地域振興協

議会の参加はありません

でしたが、社協バスに満

員の27名が参加しました。

稲田 蓮(3-3) 西伯小学校２年

ことしでスキーは２回めだった。お

く大山スキー場でするのは、はじめて

だった。すべるところが楽しかったけ

ど、歩いて上がるところが大へんだっ

た。さい後に１回リフトにのってす

べった。来年もさんかしてもっと上

手にすべれるようになりたいです。

西本涼平(4-2) 西伯小学校４年

去年も東西町のスキー教室に参加した。今年で２

回目だった。スキーをはいたままで歩いて登るのが

大変だったけど、スキーも宝さがしもバスの中も全

部楽しかった。生まれて初めてリフトに乗って上か

らすべって下りたの

が、ちょっとこわかっ

たけど気持ち良かっ

た。来年もぜったい

参加して、完ぺきに

すべれるようになり

たいです。

スキー＆スノーボード教室

参加賞は宝探しでゲットした商品

スキー初級の
指導のようす

点検をする部員

スノーボード初
体験でもすぐに上
達し、このフォー
ム

第１２８号 東西町地域振興協議会 平成３０年３月１日

3

着物着付け講習会【人づくり部】

１月に予定の初釜と着付け講習会が雪のため開催で

きませんでしたので、着付け講習会のみ開催します。

日 時：３月10日(土)10：00～12：00

場 所：つどい

指導者：阿部栄子さん(1-1)

申込み〆切：３月６日(火)

リサイクル【青少年育成会】

日 時：３月11日(日)9：00～

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

(ビンやスチール缶は回収しません)

●９時までに可燃ごみ集積場かコミセンに搬出して

ください

●子供達が回収に回りますので、持ちやすいように

お願いします

●高齢の方等で搬出できない場合は自宅前道路に置

いてください

＊環境と高齢者に優しいリサイクル活動に皆さん

のご協力をお願いします

中学新１年生自転車通学路点検【青少年育成会】

中学新１年生と青少年育成会委員が、自転車で一緒

に中学校までの自転車通学路の確認を行います

阿賀駐在の伊藤さんの協力もあります

日 時：３月25日(日)

出 発：協議会事務所前 11：00

準備品：自転車・ヘルメット

(ヘルメットの無い方は準備します)

参加者とりまとめ：子供育成会へ

＊少雨決行・大雨時は車で確認しま

すので集合してください。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

東町中央道歩道(両側)のカラー塗装実施

予てから、東町中央道の歩行者交通安全対策とし

て、町に要望していました歩道のカラー塗装が、今

月中旬に完成することになりました。車庫が中央道

に面しているところや、通り抜けの出来ないお宅で

は、作業中に車の出入りが出来にくいこともありま

すが、ご理解をお願いいたします。工事の詳細は配

布や回覧しますチラシをご覧ください。

期間：３月１日(木)～３月15日(木)

東西町スポーツ広場への電気供給工事

スポーツ広場トイレへの電気供給工事として、電

柱新設及び電気配線工事が行われます。そのため作

業中は通行止めになります。

期間：３月16日(金)～22(木)

場所：集会所駐車場から３区に抜ける道

東西町地域振興協議会事務所玄関内に本が200冊

程置いてあります。２か月に１回南部町図書館が本

の入れ替えをされ、協議

会で貸し出しを行って

います。その中に、大

きな字の大活字本があ

ります。大変読みやす

いと好評です。

どうぞご利用ください。

２月５日(月)は積雪量22cm、７日(水)は積雪量

15cmとなり除雪ボランティアが出動しました。

この両日は朝の気温が氷点下となりましたので、

雪が軽く小型除雪機の走行速度を上げての除雪とな

りました。

今冬は小飯(1-2)

長谷川(1-5)、長野(2-1)

山崎(2-1)、渡辺(4-2)

小杉(4-3)（敬称略）

原会長、谷口副会長が

除雪ボランティアとして

計６回（２月23日現在）

出動していただいていま

す。

今季の除雪ボランティア
出動回数

大きな字で読みやすい

訂正

先月号の記事に一部誤りがありましたので

訂正します

３頁 東西町創成50周年に向けて

(誤)昭和47年に当時入居されていた・・

(正)昭和46年に当時入居されていた・・

寒い中お世話になりました

大活字本の紹介工事及び作業のお知らせ
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会報まち３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

平成24年４月県下で例のない地域で運営する放課後児童クラブ

を開設しました。その時１年生だった児童がこの４月から中学生

になります。

６年間の延べ利用者数は10,000人超となりそうです。東西町で

開級することにより、米子市内等で勤務される保護者にとっては、

夏休み等の長期期間中の送迎時間が朝夕で約１時間短縮になる等

大きな子育て支援になっているのではないかと思います。

支援員の努力は勿論、近隣の方々の温か

いご理解の賜物です。

今年も２月15日(木)集会所で平成30年

度東西町放課後児童クラブ利用者説明会

を開催しました。平成30年度は、通常の

学校開校日は８名、長期休暇時の利用は

15名です。その内新1年生は５名です。

東西町放課後児童クラブ開設から丸６年

東西町地域振興協議会事務局員(総務省の集落支

援員)を募集します。

資格要件：東西町の町づくりに対して熱意をもって

取り組める方

普通自動車免許取得者・パソコンで文書

作成等が出来る方

業務内容：東西町地域振興協議会運営に係る事務及

び事業全般

勤 務 地：東西町地域振興協議会

募集人員：１名

雇用期間：平成30年４月１日～31年３月31日

勤務時間：月曜日～金曜日8：30～17：15

(事業実施時はこの範囲ではありません)

給 与：155,800円(社会保険料含む)

加入保険：(健康・年金・介護・雇用・労災)保険

募集〆切：平成30年3月12日(月)までに写真付き

履歴書を添えて本人が申し込んでくださ

い

東西町地域振興協議会事務局員を
募集します当地区にあったコンビニが撤退したことにより、

旧国道西側の登り角を照らす照明が無くなりました。

このため防犯灯の設置要望が出ていました。併せ

て、その角の樹木が大きくなり防犯灯を設置するの

に障がいになることや、落葉によるスリップ事故を

防ぐために木の伐採を行うことにしていました。

費用の半分は南部町のまちづくり推進事業の助成

金で賄いました。２月１日に全ての作業が完了しま

した。

まちづくり推進助成金事業で
木の伐採と防犯灯設置

アフター

大変明るくなり落ち葉も少
なくなりました。
防犯灯も新設しました

開設当時のクラブのようす

夏休みの地区外活動

新年度説明会を開催しました

ビフォー

うっそうと木が茂ってい
ました

日 曜日 ３月の予定表
1 木 万寿会軽体操/習字

2 金 ４区レクトレ　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

3 土 運営委員会/万寿会体力測定/子供会役員会/ソフトバレー

4 日 ＜健康講演会＞　２区２班/写真

5 月 コミセン(全館ワックスがけのため立入り禁止)

6 火 絵手紙/男のクッキング

7 水 鳥取大学地域学部・鳥取県連携講座会場

8 木 習字

9 金 笑いヨガ

10 土 ＜着付け講習会＞　そばの会/２区３班/１区２班/ソフトバレー

11 日 ＜リサイクル＞　＜子供会歓送迎会＞　クリーンウォーク

12 月

13 火 福祉部会/４区サロン(外)

14 水 フラダンス/ハンドメイド/1区サロン

15 木 万寿会軽体操/習字/１区５班

16 金 　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

17 土 わくわくショップ10:30～/低山会/ソフトバレー

18 日 マージャン/１区４班

19 月 ２区サロン/３区サロン(外)

20 火

21 水 フラダンス

22 木 習字

23 金 中学育成会総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊不燃ごみ

24 土 地域福祉委員会/ソフトバレー

25 日
＜中学新1年生自転車通学路確認＞　子供会総会
１区１班

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

29 木

30 金

31 土 運営委員会/子供会役員会/ソフトバレー

４月の予定
15 日 東西町地域振興協議会通常総会【事務局】

16 月 新区長・班長会議【事務局】
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プラ類を分別ゴミに排出する時

プラ類の分別ゴミへの排出も定着

し、可燃ごみ減量化に大きな成果を

あげていることに大変感謝申し上げ

ます。収集作業の方から「プラ類を

入れてある袋が破れて中身が散乱す

ることがあり困っている」と相談が

ありました。袋が裂け

ないように、多少ゆと

りをもたせての排出を

お願いします。

東西町の小さな春を見つけました

今季は低温で積雪も多く、寒く

て長い冬でしたが、春はすぐそこ

まで来ています。

２区奥堤池周辺で寒椿がピンク

色のとてもかわいらしい花をつけ

ています。今年の大雪を耐え抜き

多くの花を

つけて春

を告げて

いるよう

です。

東西町地域振興協議会への

加入のすすめ

安全で安心な町づくりのために、

仲間づくりを広げていきましょう。

近年東西町に入居される殆どの方

が入会されます。未加入の方へも声

をかけていただき、助け合える町づ

くりを目指しましょう。

東西町地域振興協議会

通常総会

日程：４月15日(日)

現班長、理事の任期は総会日ま

でです。もう少しお世話になりま

す。

新たに任に就かれる方に対して

もお互いさまの気持ちで皆で助け

合っていきましょう。

すずなりに花をつけています

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


