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今回は、大雨による避難勧告が発令されたことを想定し

た防災訓練を開催しました。

訓練の目的は、以下の４点です。

①避難訓練：住民の避難行動訓練と安否確認協力委員・

避難所対応委員の行動の確認。

②避難所の開設：コミセンと、１次避難所としてつどい

を開設。

③自宅の危険度を知ろう！：レッド及びイエローゾーン

を拾い出す。

④安否確認協力委員の確認方法の見直し：危険度の高いところから優先的に安否確認や声掛けをする。

9:00に訓練開始を放送で行い、安否確認協力委員や避難所対応委員は所定の行動を確認しました。今回

から新たにつどいを１次避難所として開設し、１区や近くの方に利用していただくことにしました。

10:00からは、コミセンに来られた方全員で区ごとに分かれてワークショップを行いました。防災訓練

開催の 大の目的である「自己判断自主避難」のために先ず、自分の住んでいるところを知っていただこ

うと、事務局が予めレッド及びイエローゾーンを色分けした住宅図を基に、該当されるお宅の名前を拾い

出していただきました。そして該当者宅の名前を、赤色又は黄色の用紙に記入していただき、その日の内

に配布していただきました。

閉会後、委員の皆さんに残っていただき、安否確認の見直しや訓練

での反省会を行いました。反省会では、参加者が少ない、班長や区長

へも参加要請しては？や、夜間の場合の安否確認体制について等意見

をいただきました。

助言者の竹田新太郎(3-4)さんから、一番大事なことは、災害が起

こる前に何をするべきか考えておくこと等の話がありました。

南部町では、町内に新たに住宅を取得された方を対象に、５年間固定資産

税相当額を、定住促進奨励金として交付される制度があります。

（建て替えは対象外です）

南部町になってからの定住が対象になるそうですので、申請されていない

方は町に相談してみて下さい。

定住促進奨励金の申請忘れありませんか？

東西町防災訓練

↑避難所のコミセンの様子

←該当者宅へお配りしたカード

１区の様子

４区の様子 ３区の様子 ２区の様子

日 曜日 １２月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜かんたんクッキング＞　写真/マージャン/万寿会ゴミ拾い

3 月

4 火 つどい100体/男のクッキング

5 水

6 木 もちづくり実行委員会/コミセン100体/習字

7 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

8 土 野菜市8:00頃～/１区サロン/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

9 日 ＜コミセン大掃除・合同会議及び避難・消火訓練＞

10 月

11 火 つどい100体/４区サロン

12 水 ハンドメイド/３区サロン

13 木 コミセン100体/習字

14 金 笑いヨガ

15 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー

16 日
＜歳末福祉のもちづくり＞　子供会クリスマス会
＜小型除雪機安全講習会＞　町づくり部会

17 月 ２区サロン

18 火 まちの保健室

19 水

20 木 コミセン100体/習字

21 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

22 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

23 日

24 月 うたの会

25 火 つどい100体

26 水 ハンドメイド

27 木 コミセン100体/習字

28 金 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

31 月 そばの会

１月の予定
6 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

19 土 初釜と着物着付け講習会【人づくり部】

20 日 東西町バウンスボール大会【人づくり部】
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路上駐車は止めましょう

雪のシーズンになります。路上

駐車があると除雪作業ができませ

ん。隣近所にも迷惑がかかります。

また、子供が車の影から飛び出す

と事故になりかねません。

駐車場に

お困りの方

は、協議会

へご相談く

ださい。

12月15日(土)

わくわくショップ：10:30～

刃物とぎ受付：8:00～

スポーツ広場にペットの糞が
土・日になるとスポーツ広場か

ら多くの方のにぎやかな声が聞こ

えます。

グラウンドにペットの糞が置い

たままになっていることがありま

す。飼い主は、糞は自宅で済ませ

るか、必ず持ち帰る等のマナーを

守り、皆さんが

気持ち良く利用

できるようにお

願いします。

空き巣・タイヤ窃盗・振り込

め詐欺に注意

12月に入ると空き巣

や侵入盗の被害が発生しや

すくなります。

また、過去にこの時期タイヤを盗

まれたこともありましたので、目に

つくところに置かない等、注意して

ください。

振り込め詐欺も復活！

ハガキでの振り込め詐欺がまた増

えてきたようです。

とにかくお金に関するお知らせや、

身に覚えが無い請求については、家

族や知人に相談する等、個人で判断

しないようにしましょう。

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

年末年始の事務所の休み

12月28日(金)

～1月7日(月)

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31日(月）が最終
１月は7日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう
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一斉清掃時にできなかった道路の穴埋め作業を

11月25日(日)リサイクル終了後に行いました。

地域から要望のあった箇所を、町づくり部員６名

とリサイクルから引き続き手伝っていただいた方で

の作業でし

た。

穴に詰めたレミファルト

を固める作業を今回から、

プレーナー(地面をたたく

機械)を使用しましたので

大変楽になりました。

11月13日(火)中間監査が行われました。２名の監

事によって、平成30年度前期における東西町地域振

興協議会事業の

進捗状況及び、

各会計の執行状

況や口座残高の

確認をしていた

だきました。

中間監査

道路穴埋め作業

11月10日(土)コミセンで干し芋づくりを行いまし

た。日南町農家さんの畑で栽培したさつま芋を甘く

なるまでの１ヶ月程保存していました。

いろいろな作り方の中から今回は、蒸し器を使い

ました。大きさを揃えたさつま芋を30分くらい蒸し

て、熱々の内に皮をむいて切って干します。

全員が初体験。後日聞くと、とっても甘く美味し

く安全な干しいもが、こんなに簡単に作れたなんて

という感想でした。

生産者との交流会

10月28日(日)にボラフェスが開催されました。

昨年の台風の影響で東西町の参加は２年ぶりとなり

ました。美味しいと大変人気の高い焼きそばを今回

も販売することにしました。

前日の準備から協力いただいた福祉部員と地域福

祉委員の皆さんのお蔭で、207食の焼きそばがまた

たく間に完売しました。

ボランティアフェスティバル

11月25日(日)西伯小学校と青少年育成会による

リサイク

ル活動が

行われま

した。

たくさんの子供

や保護者の協力が

ありました。

リサイクル

蒸し上がった熱い芋の皮むきが大変でした

美味しいと評判の焼き
そばの隠し味は？

男性陣が腕によりをかけてつくりました

お知らせ （敬称略）

＜班内転居＞

3区1班 伊藤圭佑 新住所 東町195

(前住所 東町97-1)
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コミセン・つどい大掃除と利用者同好会会議

及び避難・消火訓練【事務局】

日程：１２月９日(日)

9:30～ 清掃：コミセン及びつどい

10:30～ 合同会議：コミセン

11:00～ 避難・消火訓練：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、ボランティアの方

代表者が重複する場合は代理の方に参加していた

だきますようにお願いします。

掃除用具が足りませんので、持参いただくと助か

ります。脚立もお願いします。

歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

年末から正月にかけて、心温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。

対象の方々には後日お知らせをいたします。

日時：１２月１６日（日）

8:30～12:50

場所：コミセン

小型除雪機安全講習会【事務局】

歩道に規定以上の積雪があった場合に除雪に出動し

ます。ボランティアを募集しています。作業終了後には温

かいモーニングを提供します。

個人への貸出しもしますので、使用されたい方は講習

会にご参加ください。

日時：１２月１６日(日)14:00～16:00

場所：協議会事務所前

とんどさん・新年会【町づくり部】

日時：１月６日(日)

＊詳細は、会報「まち」1月号及び回覧でお知ら

せします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

班長のみなさんへ

各班で使用されている回覧板

が古くなっていましたら、新し

いものと交換しますので、事務

所にお越しください。

東西町には路線バスが走っています。平日は15便、

土日祝は９便です。米子駅まで12分で行くことがで

きます。料金は320円です。通学する学生や運転免

許証を持たない方、高齢者等で運転免許証を返納さ

れた方にとってはなくてはならない移動手段です。

この路線バスを維持していくためには皆さんの利

用が不可欠です。

時にはクルマで

の移動を路線バス

にしてみませんか？

回覧板

ダンボール・新聞紙・雑誌等を出す時は！

分別収集や、リサイクルに上記の物を出す時は、

持ちやすい量をひもで十文字に結んで出してくださ

い。

中には、全く結んでいないも

のや、一方だけひもで結んでい

るものもあり、回収車に積み込

む時にバラけてしまい困って

います。

また、つぶしてな

い箱のままのダンボー

ルの中に、ダンボー

ルを入れて出される

方もあります。箱は

つぶして十文字にひ

もで結んでください。

分別収集やリサイクルに
排出する時の出し方

路線バスを利用しましょう

先月行われました南部町内の作品展へ東西町から

は、講座作品の干支と竹内絹子(4-1)さんの押し花

を展示し

ました。

東西町からも出展しました

ダンボールもつぶしてひもを十文字に

新聞紙や雑誌もひもで
十文字に結んでください

やわらかい芋もち
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から新たにつどいを１次避難所として開設し、１区や近くの方に利用していただくことにしました。

10:00からは、コミセンに来られた方全員で区ごとに分かれてワークショップを行いました。防災訓練

開催の 大の目的である「自己判断自主避難」のために先ず、自分の住んでいるところを知っていただこ

うと、事務局が予めレッド及びイエローゾーンを色分けした住宅図を基に、該当されるお宅の名前を拾い

出していただきました。そして該当者宅の名前を、赤色又は黄色の用紙に記入していただき、その日の内

に配布していただきました。

閉会後、委員の皆さんに残っていただき、安否確認の見直しや訓練

での反省会を行いました。反省会では、参加者が少ない、班長や区長

へも参加要請しては？や、夜間の場合の安否確認体制について等意見

をいただきました。

助言者の竹田新太郎(3-4)さんから、一番大事なことは、災害が起

こる前に何をするべきか考えておくこと等の話がありました。

南部町では、町内に新たに住宅を取得された方を対象に、５年間固定資産

税相当額を、定住促進奨励金として交付される制度があります。

（建て替えは対象外です）

南部町になってからの定住が対象になるそうですので、申請されていない

方は町に相談してみて下さい。

定住促進奨励金の申請忘れありませんか？

東西町防災訓練

↑避難所のコミセンの様子

←該当者宅へお配りしたカード

１区の様子

４区の様子 ３区の様子 ２区の様子

日 曜日 １２月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜かんたんクッキング＞　写真/マージャン/万寿会ゴミ拾い

3 月

4 火 つどい100体/男のクッキング

5 水

6 木 もちづくり実行委員会/コミセン100体/習字

7 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

8 土 野菜市8:00頃～/１区サロン/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

9 日 ＜コミセン大掃除・合同会議及び避難・消火訓練＞

10 月

11 火 つどい100体/４区サロン

12 水 ハンドメイド/３区サロン

13 木 コミセン100体/習字

14 金 笑いヨガ

15 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー

16 日
＜歳末福祉のもちづくり＞　子供会クリスマス会
＜小型除雪機安全講習会＞　町づくり部会

17 月 ２区サロン

18 火 まちの保健室

19 水

20 木 コミセン100体/習字

21 金 ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

22 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー

23 日

24 月 うたの会

25 火 つどい100体

26 水 ハンドメイド

27 木 コミセン100体/習字

28 金 ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日

31 月 そばの会

１月の予定
6 日 とんどさん・新年会【町づくり部】

19 土 初釜と着物着付け講習会【人づくり部】

20 日 東西町バウンスボール大会【人づくり部】

第１３７号 東西町地域振興協議会 平成３０年１２月１日
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路上駐車は止めましょう

雪のシーズンになります。路上

駐車があると除雪作業ができませ

ん。隣近所にも迷惑がかかります。

また、子供が車の影から飛び出す

と事故になりかねません。

駐車場に

お困りの方

は、協議会

へご相談く

ださい。

12月15日(土)

わくわくショップ：10:30～

刃物とぎ受付：8:00～

スポーツ広場にペットの糞が
土・日になるとスポーツ広場か

ら多くの方のにぎやかな声が聞こ

えます。

グラウンドにペットの糞が置い

たままになっていることがありま

す。飼い主は、糞は自宅で済ませ

るか、必ず持ち帰る等のマナーを

守り、皆さんが

気持ち良く利用

できるようにお

願いします。

空き巣・タイヤ窃盗・振り込

め詐欺に注意

12月に入ると空き巣

や侵入盗の被害が発生しや

すくなります。

また、過去にこの時期タイヤを盗

まれたこともありましたので、目に

つくところに置かない等、注意して

ください。

振り込め詐欺も復活！

ハガキでの振り込め詐欺がまた増

えてきたようです。

とにかくお金に関するお知らせや、

身に覚えが無い請求については、家

族や知人に相談する等、個人で判断

しないようにしましょう。

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

年末年始の事務所の休み

12月28日(金)

～1月7日(月)

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31日(月）が最終
１月は7日（月）から収集開始
名前又は番地を明記しましょう


