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会報まち10月
東西町地域振興協議会TEL（FAX）66-4724
東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E-mail：
kuroki.m＠town.nanbu.tottori.jp

東西町で初めての

敬老会

去る、9月16日（日）午前10

時より東西町コミュニティー

センターにおいて、振興協議

会による東西町地区で初めて

の敬老会が、坂本町長及び地

元町議の細田議員、杉谷議員

の来賓をお迎えして盛大に開

催されました。4区区長、船越

さんの司会により、来賓の祝

辞に続いてアトラクションが

ありました。はじめに船越さ

んのたて笛演奏、続いて境港

さんこ節保存会の6人による安

来節、境さんこ節、どじょう

すくいがありましありました。

昼になり、岡商店の豪華な折

と酒、ジュース、記念品等が

配られ、高野福祉部長の乾杯

でいよいよ祝宴のはじまり。

乾杯！～いつまでもお元気で～

東西町敬老会

振興協議会からのお知らせ
「秋の一斉清掃について」

日 時：10月14日（日）午前8：00開始（小雨決行）

土砂を回収しますが、班員の方で積み込んでください。

皆様の協力できれいな東西町にしましょう。

コミニティーセンター（旧公民館）について
・ 大集会室正面側の壁紙を張り替えました。残りの壁やカー

テンも少しずつきれいにしていきたいとおもっています。

・利用の申込み、変更等全て協議会に連絡をお願いします。

・ 利用後の掃除について。特に、作品等を制作された後は、

危険物、汚れ等の点検を兼ねて必ず掃除機をかけてくださ

い。

いつでも誰でも気持ち良く利用できるように使用した人

がきれいにして帰ってください。みんなの公共施設です。

≪利用について一部変更になりました≫

以下のことに抵触した団体は利用できません

①営利を目的として事業を行うこと

②特定の政党の利害に関する事業を行うこと、特定の候補

者を支持すること

③特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教

団を支持すること
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異世代間交流

グラウンドゴルフ大会
日時：10月13日（土）午前10時～

場所：天津運動公園

未経験者大歓迎です

小学生以上なら誰でも参加できます。参

加料はいりません

10月7日までに申し込んでください。

団体別対抗

ソフトボール大会
とき：10月28日（日）

午前8時30分～

場所：天津運動公園

小学生の部、中学生以上の部

参加チームは10月20日までに申し込

んでください。

いろいろなチームでの参加ＯＫです

収穫の秋です
農業体険での収穫をします

日時 10月13日（土）午前8時30分～

5月20日にみんなで植えたさつま芋

の収穫をします。東西町コミニテイー

センターに集合してください。移植

ごてと大きな袋を持って来てくださ

い。

楽しみだな～

日 曜日 １０月の行事
１ 月

２ 火 さだ穂の会

３ 水 交謡会 ／健康フラダンス教室／ピアノ教室

４ 木 ふふ布の会／ピアノ教室／スポーツダンスサークル

５ 金 万寿会ゲーム＆体操 不燃ごみ

６ 土

７ 日 ＜第28回 大運動会＞

８ 月

９ 火 さわやかサロン／福祉委員会／ＧＧ

１０ 水 健康フラダンス教室／ピアノ教室

１１ 木 ピアノ教室／スポーツダンスサークル

１２ 金 たのしいかい

１３ 土 ＜異世代間交流グラウンドゴルフ大会＞

１４ 日 編み物同好会／空き缶ごみ拾い ＜一斉清掃8：00～＞

１５ 月 大正琴教室

１６ 火 さだ穂の会

１７ 水 交謡会 ／健康フラダンス教室

１８ 木 月見草の会／ふふ布の会／ピアノ教室／ダンスサークル

１９ 金 万寿会ゲーム＆体操／食生活 再生ごみ：乾・螢

２０ 土 手打ちそばを楽しむ会

２１ 日 囲碁同好会／高柴 ＜緑水湖マラソン＞

２２ 月 うたいま唱歌

２３ 火 カナリヤ会／粘土クラフト教室／ＧＧ

２４ 水 健康フラダンス教室

２５ 木 スポーツダンスサークル

２６ 金 たのしいかい 資源ごみ

２７ 土 歩こう会

２８ 日 編み物同好会／西田 ＜団体別対抗ソフトボール大会＞

２９ 月 大正琴教室

３０ 火 粘土クラフト教室

３１ 水 ピアノ教室

１１月の行事予定
25日（日）リサイクル ツリー設置［青少年育成会］

人材求む（募集）

振興協議会では、次の方

をスタッフとして募集して

います。できる範囲で結構

ですので協力をお願いしま

す。

●パソコンインストラクター

ワード、エクセル等を初

心者に教えていただける方

●ビデオ撮影カメラマン

振興協議会の行事等をビ

デオ撮影していただける方

連絡先：振興協議会事務局
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長谷川潤一さんご夫妻

（2区3班）

「思ったより盛大でした。

妻は始めて参加しましたが、

これほどとは思いませんで

した。敬老会をこのように

開催していただいて、故郷

だと感じました。おしどり

夫婦賞もいただき嬉しかっ

たし最高でした。」

その間、細田元教さん（町

議）のマッサージのサービス

もあり、大人気。続いて、出

席者有志（5人）によるカラ

オケと詩吟が披露され、最後

に3区4班の絹谷氏夫妻による

一時間に及ぶ歌謡ショーは、

その熱の入った演技にヤンヤ

の喝采。途中「おひねり」ま

で飛び出し、会は最高に盛り

上がり、最後は三々七拍子で

しめくくりとなりました。

今回東西町で初めての敬老

会でしたが、出席者が以外に

少なく（敬老会該当者１５０

名中42名の出席）、ちょっぴ

り残念でした。

来年は、東西町の健康フラ

ダンスや子供銭太鼓も取り入

れるなどの工夫をこらして、

もっと実のあるものにし、多

くの方に出席していただきた

いものだと感じました。

最後に準備等でお世話をい

ただきましたスタッフのみな

さんに厚く御礼申し上げます。

（福祉部長：高野）

夏休み夜間パトロールの御礼

学校の夏休み期間中に計画

しました夜間パトロールは9日

間、計35名の方の協力を得ま

して無事終了する事ができま

した。

中学育成会の方、そして青

少年育成会の方、夜10：00の

遅い時間からのパトロール、

本当にありがとうございまし

た。お蔭様で問題行動も無く

子供たちが夏休みを過ごす事

ができました。

(青少年育成会)

準備に余念のないスタッフ

お
し
ど
り
夫
婦
賞
の
み
な
さ
ん

絹谷夫妻の歌謡ショー 船越氏のたて笛演奏

東西町地域振興協議会
(会計)の交代について

会計を担当していただい

ておりました生田允昭さん

（3区5班）から都合により

退任したいとの申し入れが

ありました。

よって振興協議会会則第1

7条に基づき運営委員会で坪

倉富人さん(2区-3班）を後

任としてお願いする事にな

りました。

よろしくお願いいたしま

す。

つどい事務所裏に防球ネット

を取り付けました。

寄付いただきましたゴルフ

ネットを設置しました。

これで思う存分ピッチング

練習ができるでしょう。

頑張れよ！

未来の東西町のエース君！
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国道180号線バイパス工事説明会

平成19年9月4日

バイパス工事の説明会がありました。ルートは現

在のバイパス入口より運動公園の中央部分を通り、県

道福成線と交わり（境集落入口）、西部広域消防南部支

所前で交差し、つくし保育園前で国道180号線と合流する全長3.8ｋｍの工事区間です。

運動公園では公園中央部分をバイパスが高いところを横切り、運動公園は使用で

きなくなるため、代替地が確保されます。全体工事は平成20年から25年の

予定で、運動公園付近は最終年ごろになる予定だ

そうです。（会長：中本）

いよいよ東西町運動会近し

10月7日（日）午前9時～（雨ならふるさと交流センター）

恒例の第28回大運動会 テーマ「住み良い町へ、親睦

とふれ愛の大運動会」が近づきました。

実行委員会の会議や区長さん、班長さんを交えた全体

会議を終え、大勢の役員、ボランティアの皆さんによる

草取りで運動公園もきれいに整い、いよいよ本番まじか。

各区では選手選考も熱を帯びてきています。

昨年、総合優勝は2区と3区が接戦となり、結局優勝を

分け合いました。また総合リレーでは1区、綱引きは2区

が優勝しています。さて、今年はどうなることやら･･･。

子どもでも、お年寄りでも、また男性でも女性でも参

加しやすよう、種目を工夫していますので、どうぞふるっ

てご参加ください！！

選手の皆さんも、応援の皆さんもふれあいの一日を楽

しみましょう！（体育部）

草刈り機の置場が整備されました

この度、新品の草刈り機を3台購

入したのに合わせ、今あるものを

点検し作動不良や油漏れする物を

廃却しました。

今まで集会所の隣の倉庫に草刈

り機が置いてありましたが、安全

と利便性を考え旧消防車庫に置場

を変更しました。場所も広くなり

ましたので、草刈り機を取り出し

易いように工夫し置場を整備しま

した。尚、草刈り機を借りたい方

は、振興協議会事務所に申し込ん

で下さい。(事業部)

編集後記

9月16日、中学育成会のお楽しみ会でボーリングに行ってきま

した。久しぶりに体を動かして、良い汗をかきました。童心にか

えり、子供たちと大いにはしゃぎ、楽しみました。親の方が盛り

あがっていたような････。

これからの季節、運動するもよし、大いに食べるもよし、静か

に本を読むもよし、良い季節ですよねー。食べるといえば、特に

一押し、おすすめが、秋栄梨（赤梨）です。見た目は、きれいな

きみどりではありませんが、食べた時のシャリ感、甘み、みずみ

ずしくて、水分たっぷり、もう、おいしくてたまりません。

異常に暑かった夏、残暑も厳しく、もういいわと思うように長

く続いた暑さ。これからは、過ごしやすくなり、良い汗（10月7

日は運動会です。）いっぱいかいて、おいしいものいっぱい食べ

て、健康に気をつけましょうね。

広報部10月号編集担当：折戸・増山

忘れ物、落し物
カギ、メガネ、グローブ、

服等の忘れ物や落し物が

届いています。

お心当たりのある方は協

議会事務所までお越しく

ださい。


