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猛暑の中の
東西町夏祭り

米子地区にて最高気温の新

記録（40.7度）が出た8月14日、

東西町振興協議会となって初

めて（通算32回）の東西町夏

祭りが開催されました。おお

賑わいの舞台では、健康フラ

ダンス、銭太鼓の各同好会の

皆様による発表を初め、元気

でショータイムでは二人羽織

の『おやつですよ』が好評で

した。今年も『うりずん』の

澄みきった歌声が観客の皆さ

んを魅了したことでしょう。

お待ちかねの夏祭りの名物、

煙火は迫力満点で観客の皆さ

んの拍手喝采が起こりました。

お楽しみ抽選会では、豪華商

品（？）が皆様のお手元へ届

きました。

東西町の名物となった夏祭

りでしたが、今回は猛暑の関

係でしょうか、参加者が昨年

に比べ若干少なかったようで

す。これも又来年への検討材

料となり、より良く皆さんへ

楽しんで頂くよう実行委員会

へ引き継ぎます。

最後に準備等でご活躍いた

だいた委員の皆様ご苦労様で

した。そしてこの夏祭りの為

に協賛頂きました企業、皆様

へ厚く御礼申し上げます。

（文化部長 石田）

大先輩と一緒で緊張するう！

～子どもと大人の銭太鼓共演～

地域振興協議会からのお知らせ

地域振興協議会では、8月26日第3回の運営委員会を開催し敬老

会、行政要望地域づくり計画等当面の事業について協議を行い

次のとおり取りまとめを行いました。

地域づくり計画について

地域が今抱える様々な課題

をどのように改善していくか、

また地域の将来の振興策は、

などを話し合い5年先、10年

先を見据えた中期計画を定め

実践に移していく計画書づく

りに、これから取り組んで参

りますが、その前段としてア

ンケート調査を行うことにし

ました。

また計画書づくりの進め方

等についても引き続き話し合

いを進めて参ります。

行政要望について

これまで行政要望につい

ては、区長協議会で取り組

んで参りましたが協議会が

解散となり、今後は振興協

議会で行うことになりまし

た。こうした経過を踏まえ

平成20年度の町予算要求に

向けて、このたび各班ごと

の取りまとめを区長さんに

お願いしたいと考えており

ます。

（尚、平成19年度要望につ

いては、回答結果を班回覧

することにしております。）
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編集後記

気象庁の当初の予想とは裏腹に毎日暑い日が続きます。夏

祭り当日は日本一の暑い日となりましたし、各地でも記録更

新というニュースが続きました。その中で怖いのが脱水症や

熱中症です。先日こういう事を聞きました。「100人の人が

水分を断てば100人全員が死亡する」つまり100％！水分は体

の筋肉に貯えられるそうですので、筋肉のない乳幼児やお年

寄りの方が犠牲になりやすいとも聞きました。こまめに水分

補給する事はとても大切だという事です。しかし、仕事の後

の一杯（？）がお好きな方には残念ですが、アルコール類は

胃からの吸収になるので水分補給にはなりません。気をつけ

てください。「暑さ寒さも彼岸まで」もう少しこの暑さと上

手につき合って行きましょう。

（広報部9月担当：安藤・岡野）

子どもたちだけでメニュー決め

メニューが決まれば買出しに

大きなシャボン玉が作れたよ

包丁さばきもお手のもの

お泊り会を開催しました 青少年育成会

東西町運動会は
１０月７日

昨年は勢いのある２区と良くがんばった３区の総合同点

優勝で幕を閉じました。

今年は何区が優勝するのでしょうか？

０歳からみんなが参加できる競技や、見ても楽しいよ

うな工夫を凝らしています。

どうぞみなさんお出かけください。

8月4日～5日、交流センター

でお泊り会をしました。

メニュー決めも食事作り

も慣れたもの。年々ゴージャ

スなデザートに大人もワク

ワク。

祝

柴田郁枝さん（3区3班）の

ご健闘をお祈りいたします。

第55回 全日本高等学校選手

権競漕大会出場

8月9日～12日 佐賀県

第62回 秋田わか杉国体出場

10月5日～8日

秋田県大潟村

先月号でお願いしていまし

たボール避けに使用するゴル

フネットを早速２名の方々か

らご連絡いただきました。

ありがとうございました。

子供達のために、ネットの

設置を9月15日（土）の午後

３時からつどい裏空き地で行

いますので、時間の都合のつ

く方はご協力よろしくお願い

いたします。

草刈機を購入しました

3台の草刈機を購入しまし

た。空き地等の草刈にどん

どんご利用ください。

みんなで美しい東西町に

しましょう。

注意！

使用後は返却の際にオイル

を抜いて返却してください。

お礼とお願い
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日 曜日 ９月の行事予定表
１ 土 銭太鼓／運動会実行委員会

２ 日 法勝寺中学校運動会

３ 月 大正琴教室

４ 火 粘土クラフト教室／さだ穂の会／バイパス工事計画説明会

５ 水 交謡会／健康フラダンス教室／ピアノ教室

６ 木 ふふ布の会／ピアノ教室／スポーツダンスサークル

７ 金 万寿会ゲーム＆体操／子供みこし実行委員会 不燃ごみ

８ 土 西伯小学校運動会／編み物同好会／運動会全体会議

９ 日 空き缶ごみ拾い

１０ 月

１１ 火 さわやかサロン

１２ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

１３ 木 はつらつサロン／ピアノ教室／スポーツダンスサークル

１４ 金 たのしいかい

１５ 土 手打ちそばを楽しむ会／囲碁同好会／銭太鼓

１６ 日 ＜敬 老 会＞

１７ 月 ＜子供みこし＞

１８ 火 粘土クラフト教室／さだ穂の会

１９ 水 交謡会／健康フラダンス教室／ピアノ教室

２０ 木
月見草の会／ふふ布の会／ピアノ教室／ スポーツダンスサーク

２１ 金 万寿会ゲーム＆体操 再生ごみ

２２ 土 銭太鼓／運営委員会[つどい]／歩こう会

２３ 日

２４ 月 ＜ごず釣り大会＞

２５ 火 カナリヤ会

２６ 水 健康フラダンス教室／うたいま唱歌／ピアノ教室

２７ 木 ピアノ教室／スポーツダンスサークル

２８ 金 たのしいかい 資源ごみ

２９ 土 桑名／銭太鼓

３０ 日 ＜たそがれコンサート：交流センター＞ 囲碁同好会

１０月の行事予定
７日（日）第28回 東西町地区運動会

14日（日）秋の一斉清掃

28日（日）団体別対抗ソフトボール大会

敬老会のご案内

振興協議会では、敬老の日

を迎えられる方々をお迎え

して9月16日10時から東西町

コミニティーセンターで敬

老会を開催します。今年の

敬老対象者は153名です。現

在アトラクション等の準備

を進めております。

どうぞ皆さんお誘いあわ

せお出かけください。

囲碁同好会からお知らせ

毎月1回～2回囲碁を楽しん

でいます。

初心者～上級者までどなた

でもご参加ください。

時間 午後1時～

場所 東西町コミニティー

センター

日程 行事予定表にのせて

います

ごず釣り大会

日時 9月24日午前8時～

参加料：1人500円・2人700

円 （えさ代込み）

申込み：9月20日までに振興

協議会事務所へ連絡お願い

します。

つり道具、昼食は各自準備

ください。美味しい豚汁を

用意します。

中学育成会お楽しみ会

日時 9月16日（日）

場所 日吉津ポップジョイ

中学生と保護者のお楽しみ

ボーリング大会を行います。
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暑い中お疲れ様でした。

屋台は大盛況！

中学生も協力をしてくれました

たくさん取れるかなぁ？

暑いのでちょっと一休み！

夏祭りアラカルト

舞台の上で

いよいよ夏祭りスタート

～中本振興協議会長のあいさつ～

素敵な歌声でした

～井原バンドのソロ～

夏祭りアラカルト

屋台では

本場ハワイも驚く素晴らしいダンス

～健康フラダンス教室～

東西町ブートキャンプに入隊

～役員有志～

上手に踊れてるでしょ

今年も聴かせてくださいました

～うりずんのお二人～

いい景品当たったかナ･･･？

ゆっくりくつろぎのひととき

来年もお待ちしています。

浴衣の後姿の美人はだれかな？

（撮影広報部：林原）

口、口はどこ･･･？？？

～二人羽織～


