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会報まち７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

たくさんの芸術家の作品が集まりました

どんなのり巻きができるかお楽しみ～8ｍに挑戦～

パンダにみえるかな？

さすが高校生！おいしそうな焼きそば

人気の野菜や果物

文化部長 石田泰弘

東西町振興協議会へ生まれ変わっての「第１回東西町さつき祭」が多くの皆さんに足を運んで

いただいて盛大に開催されました。今年の「作品展示」は各同好会や、悠々講座の作品が沢山で

会場に展示しきれないくらいの出品数でした。また佐藤真菜絵画作品は静かで強力なインパクト

にじっくり鑑賞する人が多く見えました。更に東西町の同好会として新しく発足した「写光会」

の作品展示も東西町の文化の活発な活動状況を反映しています。一方、屋外の屋台村では中高生

の焼きそばやカレー、小学生のフリーマーケット等や、同好会や各種団体のみなさんも活躍して

いただき大好評でした。「遊びの広場」の「人が入れる巨大シャボン玉」は子供達に大人気でし

た。北京オリンピックにちなんだ「8メートルのパンダのり巻」は予想以上の良い出来栄えで本

当に美味しそうでした。

今年は第1回ということで、少しだけでも東西町の文化活動を紹介しようと文化部員を中心に

企画しました。準備に協力戴いた皆様、同好会や団体の方々のお陰で事故無く開催できたことは

本当に喜ばしいとおもいます。バス停前花壇にある「東西町のモニュメント」の両面を見る度に

一つ一つ楽しい思い出を子供達に想って欲しいと考えます。

「第１回東西町さつき祭」ありがとうございました。

「第１回東西町さつき祭」ありがとうございました
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日 曜日 ７月の行事
１ 火 粘土クラフト／絵手紙

２ 水 謡曲／フラダンス／ピアノ／写真

３ 木 パッチワーク／スポーツダンス／ピアノ

４ 金 万寿会軽体操／銭太鼓 不燃ごみ・軟プラ

５ 土
≪野菜市8：00～≫ 運営委員会／バレー

【農業委員会選挙準備のためコミュニティセンター立ち入り禁止】

６ 日
2区会議

【農業委員会選挙のためコミュニティセンター立ち入り禁止】

７ 月 大正琴／サロン準備

８ 火 サロン合同七夕会

９ 水 フラダンス／ピアノ

１０ 木 スポーツダンス／ピアノ

１１ 金 料理の会／詩吟／銭太鼓

１２ 土 ≪生涯学習講演会≫ そばの会／ソフトバレー

１３ 日 空き缶ごみ拾い

１４ 月

１５ 火 粘土クラフト／絵手紙

１６ 水 謡曲／フラダンス／ピアノ

１７ 木 パッチワーク／スポーツダンス／ピアノ

１８ 金 万寿会軽体操 再生ごみ：乾・螢・軟プラ

１９ 土
≪野菜市8：00～≫≪わくわくショップ10：00～ 魚11：00～≫

銭太鼓／ソフトバレー

２０ 日

２１ 月 大正琴

２２ 火

２３ 水 ≪検診結果報告9：30～≫ フラダンス／ピアノ

２４ 木 スポーツダンス／ピアノ

２５ 金 料理の会／詩吟 資源ごみ

２６ 土 ≪ミニュチュア着物①≫ 囲碁／銭太鼓／歩こう会／バレー

２７ 日 ≪東西町グラウンドゴルフ大会≫

２８ 月 うたの会

２９ 火

３０ 水 謡曲／フラダンス／ピアノ

３１ 木

８月の行事予定
2（土） ミニチュア着物づくり②

14（木） 夏祭り

23（土） 布でつくるぞうり教室

生涯学習講演会
地域づくりについて山陰中央新報社

の記者の方の講演会を計画しました。

お気軽に参加ください。参加無料。

日時 7月12日（土）午後6時30分～

（１時間）

場所 東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀー

講師 山陰中央新報社岡田昭博さん

（南部町市山在住）

内容 「一記者からみた地域活動の

課題と役割」

東西町グラウンドゴルフ大会

日 時 7月27日（日）

9：00～12：00

場 所 天津運動公園

競 技 個人戦

初めての人も大歓迎です

申込締め切り日 7月20日

皆さんに賞品があります！

ミニチュア着物づくり

部屋に飾ってみませんか？

日 時 7月26日・8月2日

9：30～11:30

場 所 つどい

指導者 4区4班 吉留梶江さん

参加料 500円

準備品 裁縫道具

申込締め切り日 7月20日です

夏祭りに出演したい方！！
日時 ８月14日（木）

夏祭りに歌や踊り等で出演

したい方を募集しています！

申込：会議の都合上7月10日

までに申し込んでください。

たくさんのご参加お願いしま

す。

裁判員制度のＤＶＤを貸し出しいたします。

21年5月から実施されることになりました。

内容がとてもわかりやすく出来ていますのでちょっ

とした会合や自宅でご覧ください。
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おいしいカレーができたよ

（中学生有志）

大きなシャボン玉に大喜び

佐藤真菜さん（3区2班）と大作の絵画

あらよっと！慣れた手つきで

体育部長 国本雄二

去る、6月1日（日）春の一

斉清掃の日に、きれいな町づ

くりと健康づくりのために東

西町一斉ラジオ体操の日を開

催しました。朝7時50分、雲

一つ無い春日和の中、初めて

の東西町一斉ラジオ体操が実

施されました。老いも若きも、

また、ちびっ子たちもラジオ

体操のリズムに合わせて１、

２、３、４、・・・

広場でみんな集まって体操

した班、全員が参加された班、

清掃の手を休め道端で参加し

た人、おじいちゃんの動きを

横目で見ながら体操するちびっ

子などさまざまでした。

一斉清掃の前に行われたこ

ともあり、なんと429名の方

に参加していただきました。

ありがとうございました。

ラジオ体操も60周年になり

ました。今年は8月8日（金）

花回廊でも開催されるようで

す。秋にも第2回目を開催予

定にしていますので、みんな

で気軽に、気楽に、楽しく、

ご参加ください。

＜米子高専デザイン課 代表：岩崎さんのコメント＞

最初に苦労したのはデザインを決めるまでが思った以上に大変でした。デ

ザインを決めるにあたって、まず最初にはじめたのは南部町の事を詳しく調

べる事でした。皆の考えをまとめたところ、桜、大山、虹、川など色々な意

見の中から地域の人に喜んでもらえるデザインを考えました。そしてパソコ

ンでデーターを作り文字や桜などの難しい形状は学校で型を印刷したりと、

初めての事ばかりで戸惑いもしたのですが、完成して皆さんに喜んでもらい

本当に嬉しく思います。梅雨入り前

で天候が悪い日が続き、正直本当に

困りました。

土、日は晴れるのか、作業の途中

で雨が降らないのかと心配ばかりし

ていました。最終的に３週間と長い

期間かかりましたが、大変貴重な経

験をさせていただきありがとうござ

いました。

～こちらこそ、ありがとうございました～

高専生にお願いした東西町モザイクパネルのデザインが完成しました

東西町一斉ラジオ体操の
日に429名もの方が参加
されました

川に映ったさかさ大山をデザインしました

全国テニス小学生大会でがんばりました。

村田真美（1区6班）

4月にあった全国小学生テニス大会シングルスの鳥取県予選で優勝し、6月

の7～8日に鳥取県布勢テニスコートで開催された中国大会に出場しました。

中国大会ではミスが恐くて攻められなかったので、次回はミスを恐れず思い

切って速いボールや多彩なショットを打って決められるようにがんばります。

中学生もがんばっています。（西伯郡中学校総合体育大会成績：個人のみ）

陸上 男子1500ｍ 2位 花岡卓哉（1区6班）

柔道 90ｋｇ超級 1位 門脇健（4区5班）【県総体出場】

東西町の金の卵
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編集後記

梅雨の時期に入って毎日じめじめした日が続いていますが、

皆さんいかがお過ごしですか。沖縄地方は梅雨が明けたみたい

で、中国地方も明けるのが待ち遠しいですね。

先ごろ、地域振興協議会になって初めて文化祭が開催されま

した。前日は大雨でどうなるだろうかと心配しましたが、当日

になり、なんとか雨は降らず（少し雨が降ったかな？）大成功

に終わりました。出品して下さった方々にはお礼を申し上げま

すとともに、来年もよろしくお願いします。また、恒例の巻き

ずしは日本にパンダがいなくなった時期だったのでこれだと思

い私も挑戦しました。私自身としては満足いく作品ができたか

なと思っています。

今まで可燃ごみで処理をしていたナンプラ（軟質プラスチッ

ク）が、月２回の資源ごみの日に収集することを皆さんご存知

ですか。可燃ごみを週２回出していたのが１回になりましたよ。

皆さんも是非、分別してください。

（広報部７月号編集担当：吉村、内田）

協議会では、美しい、きれ

いな地球環境を次の世代の子

供達に残していくため、本年

度から可燃ごみの５％減量化

に取り組みます。現在各区ご

とに検討委員会を立ち上げ減

量化の方策を検討していただ

くようにお願いしているとこ

ろです。皆さん方で何か良い

アイデアがありましたら是非

区長さんまでお知らせくださ

い。

大切な資源を守っていくため

可燃ごみ５％削減をみんなで

達成しよう。

手作りの防鳥ネット（４区）

～保健師からの一言アドバイス～

これからの時期、熱中症が起

こりやすくなります。熱中症

は、屋外だけではなく、屋内

でもおこります。

【予防のポイント】

（1）こまめに水分を補給し

ましょう。

（2）屋外では、帽子や日傘

を使用しましょう。

（3）冷房などを上手に使用

し、適切な温度を保ちましょ

う。

（4）普段から、睡眠や食事

を十分にとり、体調に気を

つけましょう。

※熱中症にかかったと思った

ら、必ず医療機関に受診しま

しょう。

応急処置･･･涼しい場所に寝

かせる。水分を補給させる。

冷水などで体を冷やす。等で

す。

こんにちわ！
前田保健師です

問題点⑦：布団はどうした

らいいの？

解決策：布団を可燃ごみに

出す時は指定袋に入れてく

ださい。不燃ごみの軟質プ

ラスチックの時にも出せま

す。指定の袋はいりません。

透明な袋にいれるか、紐で

結んで出してください。

問題点⑧：ジュータンはど

うしたらいいの？

解決策：50センチの帯状に

して指定袋（有料）に入れ

て可燃ごみに出してくださ

い。

＊ごみの分け方表を配布

していますのでご覧くださ

い。（布団は表には載って

いませんが軟質プラスチッ

クに出すことができます。）

分別収集を考える
その５

このところのごみ置き場の

カラス被害に頭をかかえてい

ましたところ、４区の竹内区

長さんが敢然とカラス撃退に

立ち上がられました。現場に

は防鳥ネットが取り付けられ、

出したごみをネットでかぶせ

るようになっています。設置

後には、カラスも懲りたのか

どうかわかりませんが今のと

ころ来なくなったそうです。

道路の補修をしました

一斉清掃の後、道路に穴のあいた13

箇所を補修しました（事業部）

カラス退治に一役


