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HP： 東西町地域振興協議会 検索

【一斉清掃】９月24日(日)に実施しました。作業前には肩慣らしでラジオ

体操をするのが慣例です。今回の参加者は332名。

家の周りの側溝は元より、旧国道の側溝の土砂も排出します。町道の法

面等は、数日前から草刈をしていただきました。また、郵便局やわかとり

作業所の方にも清掃に参加していただきました。事務局でも事前に流末処

理場敷地内へ除草剤散布を行いました。

【交通安全対策】

当日は町づくり部で、公共スペース

の除草・土砂排出作業を終えた後、春

に引き続き交差点の一旦停止ラインを

５ヶ所塗装しました。事務

局で道路の穴補修の出来る

ところは実施しています。

【４区南側耕作放棄地の竹・草の伐採作業】

４区の南側耕作放棄地に竹等が繁殖し、野生動物が出没して、宅

地内に穴を掘ったり履物が無くなったとの事案が起きていました。

町や所有者（管理者）に対応と作業を依頼していましたが、一部

を除いて未対応の為、区長の呼びかけで、一斉清掃の後に４区有志

で作業をすることになりました。17名の参加がありました。

全ての竹の伐採までは至りませんでしたが、竹やぶに光が入るよ

うになりましたので少しは改善できたのではないでしょうか。

地区の環境整備と交通安全対策を実施

敬老会が中止となった大型台風18号の接近。大雨警報は出ていませ

んでしたが15:00には南部町でも自主避難所が開設されました。

この頃から雨足が強くなり19:30には、南さいはく地域で避難準備・

高齢者等避難開始情報が発令されましたので、事務局で地区内のパト

ロールに出かけました。20:00に南部町全域に避難準備・高齢者等避

難開始情報の防災無線放送が流れました。これを受け事務局員でコミセンに避難所を開設しました。(状

況から避難所対応委員は自宅待機）町職員２名も避難所に到着。間も無く１名が避難して来られました。

８月に安否確認協力委員会を開いてこれらを想定していましたので、東西町の対応に町職員も感服の避

難者受入準備状況。その後も雨が降り続きましたので地区内の堤や西町をパトロールしました。幸いにも

台風も遠ざかり避難された方を家に送り、23:15に避難所を閉所しました。この頃、地区内に設置の簡易

雨量計は100mmを超えていました。避難勧告そして避難指示まで行かなくて良かったというのが実感です。

台風18号接近により避難所を開設

避難所で対応する町職員と事務局員

４区の有志で行われた耕作放棄地の伐採作業
～お疲れ様でした～

道路の穴補修
材料は提供しますので、

出来る方はお願いします

塗装も慣れたもの
安全を願いながらの

作業です

多くの方が参加された一斉清掃
きれいな町は防災にも効果が有ります

作業前に集合した町づくり部員

日 曜日 １０月の予定表
1 日

＜東西町地域振興協議会創設10周年
　　　　　　　　　　　第38回東西町地区運動会＞　　写真

2 月 ピンポンの会

3 火 絵手紙

4 水 フラダンス

5 木 万寿会軽体操/習字

6 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日 マージャン

9 月

10 火 男のクッキング/４区サロン

11 水 フラダンス/ハンドメイド

12 木 習字

13 金 笑いヨガ

14 土 ＜干支づくり＞　野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓

15 日

16 月 ２区サロン

17 火

18 水 フラダンス

19 木 万寿会軽体操／習字

20 金
３区サロン
　　　　　＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

21 土 わくわくショップ10:30～/低山会

22 日 ＜ボランティアフェスティバル＞　[衆議院議員総選挙]

23 月 うたの会

24 火 まちの保健室

25 水 フラダンス/ハンドメイド

26 木 習字

27 金 ＊不燃ごみ

28 土 運営委員会/野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

29 日 写真

30 月

31 火

１１月の予定
4 土 健康ウォーキング【福祉部】

12 日 防災訓練【事務局】

19 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】

25 土 コンニャクづくり【町づくり部】
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コミセンまな板を新しく交換しました

コミセン調理室のまな板を全て

新しいまな板に交換しました。

まな板の裏表が、野菜面と肉・

魚面に分けていますので、使い分

けていただく

ようにお願い

します。

新運動公園にペットの糞が

東西町の新運動公園(仮称)で待

ちに待った運動会が開催されます。

事前のライン引きを行った際、

ショックでした。真新しいグラウ

ンドにあったのは、犬の糞が・・・

あちらこちらにありました。

直ぐに看板を設置しましたが、

飼い主は糞を必ず持ち帰りましょ

う。改善されなければペットの進

入禁止も検討します。

東西町配本ステーション

東西町地域振興協議会事務所横

に設置されている配本ステーショ

ン(移動図書館)は、偶数月に入れ

替えがあり、既に

先月末に約200冊

の本が入れ替えら

れています。

どうぞご利用く

ださい。

わくわくショップと刃物研ぎ

11月18日(土)は刃物研ぎが来ま

すのでご利用ください。

持ち帰りをお願いします

使い分けてください

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
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８月26日(土)今年度、第２回目の運営委員会を開

催しました。

協議された内容は以下のとおりです。

①今年度の事業の進捗状況

②29年度町政への要望の回答状況報告と30年度の

要望取りまとめ

③振興協議会創設10周年記念運動会時の表彰・人文

字撮影・新運動公園の名称選考方法

④区長選出方法と区長業務の確認

でした。

その他、地区内停止線の補修塗装と防犯灯のLED

化について意

見交換を行い

ました。

９月３日(日)夏休み みんなでラジオ体操表彰式

を開催しました。

今年も７月21日～８月12日までの間に延べ2,170

名が参加されました。その内、皆勤賞が子供13名、

大人15名の計28名でした。

今年も出席された大人にお手本となっていただき、

子供達も賞状の受け取り方を見習って、きちんと両

手で受け取りお礼ができました。来年も開催します

ので今年以上に多くの参加をお願いします。

９月17日(日)開催を予定していました敬老会は、台風18号の

鳥取県への直撃が予想され、台風 接近に備え不要不急の外出

を控えるようにとの防災行政無線放送もあり、万一に備えて前

日に中止と決定しました。

敬老会開催予定の当日は、午後から風雨が強まり、夜には避

難準備・高齢者等避難開始情報が発令される大荒れの天気模様

でした。企画会議、実行委員会を経て、残すは会場準備のみと、開催準備を万

端に整えていましたが、自然の力には勝てず、今回は残念な結果でした。

なお、敬老会のお祝い品は、後日、区長、班長、実行委員などが配布しま

した。

来年の敬老会

には、皆さんの

お元気な姿を拝

見できますよう

にお待ちしてい

ます。

夏休みラジオ体操表彰式

敬老会は台風接近のため中止となりました

第２回運営委員会

実行委員会で入念な打合せを行いました

前日の準備に集まった
実行委員でしたが、女性

はお祝い品の配付準備

を行い解散しました

元気なお顔が見られましたお受け取りいただきました

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

４区１班 井口晧介 福成915-12 コーポ福成B

とても上手に受け取ることができました

お手本を真剣に見つめる出席者

今年度第２回目の運営委員会

準備していた苔玉でした
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東西町地域振興協議会創設10周年

第38回東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

待ちに待った新運動公園で東西町地域振興協議会

10周年記念の運動会を開催します

日 程：10月１日(日)9:30～開会

場 所：東西町新運動公園(仮称)

悪天候時：ふるさと交流センター体育館

記念行事

★功労表彰

★会場で運動公園名称の決定

★人文字の航空撮影

選手での参加協力や応援等で親睦の運動会にしま

しょう。

干支づくり【人づくり部】

日 時：10月14日(土)10:00～14:00

場 所：つどい

講 師：阿部栄子さん(1-1)

参加料：500円程度

準備品：裁縫道具一式、昼食他

申込み〆切り：10月10日(火)

※詳細は申込時にお知らせします

健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員】

芸術の秋にピッタリ！米子市美術館学芸員の説明

を聞きながら彫刻ロードをウォーキングします

日 時：11月４日(土)

コミセン集合8:30～、12:00帰着予定

参加料：無料・定員：32名

ルート：米子市文化ホール～湊山公園

～児童文化センターの彫刻ロード〈約２㌔〉

申込み〆切り：10月20日(金)まで

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

台風18号が過ぎ去った翌日の９月18日(祝)「わっ

しょい ワッショイ」と男みこしと女みこしが地区

内を練り歩きました。３年サイクルで東西町全域を

めぐるコースにしています。今年は１区西町の高台

でも練り歩きました。あまり上がったことがない子

供達も大山を眺め、改めて東西町の良さに驚いてい

るようでした。

沿道では地域の多くの方が出て子供達に声援を送っ

ていただきました。

子供みこし

東西町地区内の２ヶ所の花壇の植栽等をされてい

た「花と緑の会」に替り、新たに「山茶花の会」を

立ち上げることにしました。

ハーブを中心にトピアリー(動物などの植栽)等、

造る方も楽しみながら、たまにはハーブでお茶会や、

草木染め等、生活に取り入れるための勉強会も行う

会にしたいと思います。土いじりと花の好きな方ど

うぞ仲間になってください！

「山茶花の会」を立ち上げます

待ちに待った新運動公園での運動会。真新しいグ

ランドへのライン引きと東西町地域振興協議会創設

10周年を記念した航空写真用の人文字の下書きが、

16名の役員が参加され行われました。功労表彰や新

運動公園名称の選定準備も万端です。どうぞ新運動

公園での運動会

へご来場くださ

い。

運動会準備万端です！！

大石繁人さん(4-3)の指導で、ライ
ン引きを行いました

今年も沢山の子供達が参加しました

西町の高台でも練り歩きました。

眺めの良さに驚く子供達⇒

お神酒つぎも
上手にできました
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ン引きを行いました

今年も沢山の子供達が参加しました

西町の高台でも練り歩きました。

眺めの良さに驚く子供達⇒

お神酒つぎも
上手にできました
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【一斉清掃】９月24日(日)に実施しました。作業前には肩慣らしでラジオ

体操をするのが慣例です。今回の参加者は332名。

家の周りの側溝は元より、旧国道の側溝の土砂も排出します。町道の法

面等は、数日前から草刈をしていただきました。また、郵便局やわかとり

作業所の方にも清掃に参加していただきました。事務局でも事前に流末処

理場敷地内へ除草剤散布を行いました。

【交通安全対策】

当日は町づくり部で、公共スペース

の除草・土砂排出作業を終えた後、春

に引き続き交差点の一旦停止ラインを

５ヶ所塗装しました。事務

局で道路の穴補修の出来る

ところは実施しています。

【４区南側耕作放棄地の竹・草の伐採作業】

４区の南側耕作放棄地に竹等が繁殖し、野生動物が出没して、宅

地内に穴を掘ったり履物が無くなったとの事案が起きていました。

町や所有者（管理者）に対応と作業を依頼していましたが、一部

を除いて未対応の為、区長の呼びかけで、一斉清掃の後に４区有志

で作業をすることになりました。17名の参加がありました。

全ての竹の伐採までは至りませんでしたが、竹やぶに光が入るよ

うになりましたので少しは改善できたのではないでしょうか。

地区の環境整備と交通安全対策を実施

敬老会が中止となった大型台風18号の接近。大雨警報は出ていませ

んでしたが15:00には南部町でも自主避難所が開設されました。

この頃から雨足が強くなり19:30には、南さいはく地域で避難準備・

高齢者等避難開始情報が発令されましたので、事務局で地区内のパト

ロールに出かけました。20:00に南部町全域に避難準備・高齢者等避

難開始情報の防災無線放送が流れました。これを受け事務局員でコミセンに避難所を開設しました。(状

況から避難所対応委員は自宅待機）町職員２名も避難所に到着。間も無く１名が避難して来られました。

８月に安否確認協力委員会を開いてこれらを想定していましたので、東西町の対応に町職員も感服の避

難者受入準備状況。その後も雨が降り続きましたので地区内の堤や西町をパトロールしました。幸いにも

台風も遠ざかり避難された方を家に送り、23:15に避難所を閉所しました。この頃、地区内に設置の簡易

雨量計は100mmを超えていました。避難勧告そして避難指示まで行かなくて良かったというのが実感です。

台風18号接近により避難所を開設

避難所で対応する町職員と事務局員

４区の有志で行われた耕作放棄地の伐採作業
～お疲れ様でした～

道路の穴補修
材料は提供しますので、

出来る方はお願いします

塗装も慣れたもの
安全を願いながらの

作業です

多くの方が参加された一斉清掃
きれいな町は防災にも効果が有ります

作業前に集合した町づくり部員

日 曜日 １０月の予定表
1 日

＜東西町地域振興協議会創設10周年
　　　　　　　　　　　第38回東西町地区運動会＞　　写真

2 月 ピンポンの会

3 火 絵手紙

4 水 フラダンス

5 木 万寿会軽体操/習字

6 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

7 土 銭太鼓/ソフトバレー

8 日 マージャン

9 月

10 火 男のクッキング/４区サロン

11 水 フラダンス/ハンドメイド

12 木 習字

13 金 笑いヨガ

14 土 ＜干支づくり＞　野菜市8:00頃～/そばの会/銭太鼓

15 日

16 月 ２区サロン

17 火

18 水 フラダンス

19 木 万寿会軽体操／習字

20 金
３区サロン
　　　　　＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

21 土 わくわくショップ10:30～/低山会

22 日 ＜ボランティアフェスティバル＞　[衆議院議員総選挙]

23 月 うたの会

24 火 まちの保健室

25 水 フラダンス/ハンドメイド

26 木 習字

27 金 ＊不燃ごみ

28 土 運営委員会/野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

29 日 写真

30 月

31 火

１１月の予定
4 土 健康ウォーキング【福祉部】

12 日 防災訓練【事務局】

19 日 リサイクル【西伯小・青少年育成会】

25 土 コンニャクづくり【町づくり部】
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コミセンまな板を新しく交換しました

コミセン調理室のまな板を全て

新しいまな板に交換しました。

まな板の裏表が、野菜面と肉・

魚面に分けていますので、使い分

けていただく

ようにお願い

します。

新運動公園にペットの糞が

東西町の新運動公園(仮称)で待

ちに待った運動会が開催されます。

事前のライン引きを行った際、

ショックでした。真新しいグラウ

ンドにあったのは、犬の糞が・・・

あちらこちらにありました。

直ぐに看板を設置しましたが、

飼い主は糞を必ず持ち帰りましょ

う。改善されなければペットの進

入禁止も検討します。

東西町配本ステーション

東西町地域振興協議会事務所横

に設置されている配本ステーショ

ン(移動図書館)は、偶数月に入れ

替えがあり、既に

先月末に約200冊

の本が入れ替えら

れています。

どうぞご利用く

ださい。

わくわくショップと刃物研ぎ

11月18日(土)は刃物研ぎが来ま

すのでご利用ください。

持ち帰りをお願いします

使い分けてください

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


