
雑草を除去した天津運動公園のテニスコートを

広く皆さん方に使っていただくため去る7月22日、

小川さん、吉木さんにご協力をいただいて入り口

の門柵を撤去しました。常時開放していますので

ご活用ください。またこれからの夏祭り、運動会

などでも大いにご利用ください。

東西町の屋外放送の難聴状況について、しばら

く様子をみていましたが、依然として「放送が聞

こえにくい」、「途中で音声がとぎれる」など状

況が改善されず、大変ご迷惑をおかけしています。

業者に点検してもらいましたが、はっきりした原

因箇所が把握できません。このままでは情報伝達

に支障をきたしますので、器機の更新に向けて検

討しています。

協議会前の東町のメイン道路は、近年交通量の

増大、スピードの出しすぎ等で、皆さんから「危

ないなー」という声が聞かれます。また猛スピー

ドで走り抜ける車もあって、子どもの飛び出し、

対面事故も予想されます。協議会では、町に要望

して「徐行」、「止マレ」の塗装用の型枠を作っ

てもらいました。盆明けの涼しくなったところを

見計らって、交通表示のマーキング作業を予定し

ています。

これまで皆さんにお寄せいただいたご意見を集

約し、東西町地域づくり計画を策定するため、こ

の度プロジェクトチームを立ち上げました。7月～

9月にかけて最終的に地域での具体的取り組み方策

などをまとめます。

集会所の広間の床が長年の老朽化により、とこ

ろどころ、ぐらぐらしています。現在流しの床も

含めて新たに床を改修するため見積もりをお願い

しているところです。

ごみの減量化については、これまで各区で色々

話し合いをもっていただいているところです。ち

なみに先月の東西町の前年同月対比は114％で目標

の5％減量には至りませんでした。また4月よりの

累計では、103.5％です。来月に向けて一層の皆さ

んのご努力をお願いします。目標達成に向けて頑

張りましょう。

この度４区から出されましたゴミの減量化の取

組みを皆さんにご紹介します。

（我が家のアイデア作戦）

①プラを分別することになってから可燃ごみの量

が減った

②台所が狭いので大きなことは出来ないが水切り

用の小道具を増やして水切りに努めるようになっ

た。

③剪定した庭木は乾燥を徹底しようと話し合って

いる。

④台所の生ゴミは袋の角を切ってしぼってから出

す。

⑤生ゴミを庭の花とか木とかへの地中化をやって

いる

⑥その他要望

現在のゴミ袋は大小の２種類であるが、中間の

ものを作ってほしい。
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会報まち８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

テニスコートの門扉を撤去

放送設備を更新します

交通規制のマーキング表示を計画中

地域づくり計画の取りまとめ作業に入る

集会所の床の張替え計画を進めています

6月は、ごみの減量化５％ならず
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日 曜日 ８月の行事
１ 金 万寿会軽体操／夏祭り全体会議 不燃ごみ・軟プラ

２ 土
＜ミニュチュア着物づくり②＞＜お泊り会：青少年育成会＞

ソフトバレー／銭太鼓

３ 日

４ 月 大正琴

５ 火 粘土クラフト／福祉部会【敬老会会議】

６ 水 謡曲／フラダンス／写真／ケーナの会

７ 木 パッチワーク／スポーツダンス／ピアノ

８ 金 料理クラブ／詩吟 ＜花回廊巡回ラジオ体操＞

９ 土 ＜野菜市8：00～＞ ソフトバレー／銭太鼓

１０ 日 空き缶ごみ拾い

１１ 月 うたの会／ピアノ

１２ 火

１３ 水

１４ 木 ＜夏祭り＞

１５ 金 再生ごみ・軟プラ

１６ 土 ＜仏様送り＞

１７ 日 囲碁

１８ 月 大正琴

１９ 火
＜そばの種まき作業＞

粘土クラフト／絵手紙／地域福祉委員会／そばの会

２０ 水 謡曲／フラダンス／ピアノ

２１ 木
３区さんさんサロン【ぶどう狩り】

パッチワーク／スポーツダンス／ピアノ

２２ 金 料理クラブ／詩吟 資源ごみ

２３ 土
＜野菜市8：00～＞＜布でつくるぞうり＞＜町民花火大会＞

４区花はなサロン／歩こう会／ソフトバレー／グ：わかとり

２４ 日

２５ 月 うたの会／地域づくりプロジェクト会議

２６ 火 ２区サロン／絵手紙

２７ 水 フラダンス／ピアノ

２８ 木 スポーツダンス／ピアノ

２９ 金

３０ 土

３１ 日

９月の行事予定

７日（日） 敬老会【福祉部】

13日（土） 押し花体験教室【悠々講座】

布でつくるぞうり教室

日時 8月23日（土）9：30～

場所 つどい

講師 入江真知子さん（南部町）

申込 8月10日までにお願いします。

材料 布（浴衣地、タオル地等）

参加料 1000円

リサイクルと健康のために自分でぞ

うりを作りましょう。

グラウンドゴルフ大会延期しました。

7月27日に予定していました大会を秋に変更い

たします。

そばの種まき作業

種まき作業を体験してみませんか？

日時 8月19日（火）午前10時

場所 南部町北方

集合 つどい横

汚れても良い服装と長靴でお越しください

作業終了後おにぎりパーテイーを行います。

主催：東西町手打ちそばを楽しむ会

東西町コミュニティセンターの

名称を募集します！

言い易く親しみのある名前をつけてくださ

い。8月15日までに区・班・氏名を記入の上、

協議会ポストに投函ください。

ケーナの会

夏祭りに向けて練習会を行います

日時 ８月６日（水）19：30～

場所 つどい

指導者 4区2班 船越洋明さん

押し花体験教室

日時 9月13日（土）9：30～11：30

場所 つどい

指導者 4区1班 竹内絹子さん

参加料 1050円（額、材料代）

申込 8月30日までです。

・つどいわくわくショップは８月は休みます。

・魚の移動販売車は毎週土曜日11：00～11：30に

つどい前にやってきます。（8月16日は休みです。）

健康農園で野菜を作ってみませんか？

40平方メートルです。連絡先（北尾まで）
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3区2班 奥山有紗（小6）

あんなに

小さな種い

もからこん

なにいっぱ

い出来るな

んて！

4月に北

尾さんの畑

でじゃがい

もの植え付

けをしました。北尾さんから種いもを1人4個づつ

もらって穴にうめました。「こんな小さな芽から

どのくらいできるのだろう？」と思いました。

7月7日、収穫の日。私はわくわくしました。収

穫のやり方を教わりどんどんほって行ったら、あ

んな小さな芽から１つの株に10個くらいのじゃが

いもがでてきました。ふくろに入れたらたくさん

ですごくおもかったです。そのじゃがいもは2日

後にお母さんが肉じゃがにしてくれました。自分

のとったじゃがいもだったので、いつもより倍ぐ

らいおいしかったです。またやりたいです。

東西町の玄関先、つどい前の花壇に立つモザ

イクのモニュメントパネルです。すっかり東西町

の風景に馴染んでいるパネルですが、昨年、最後

となった東西町公民館祭にみんなで完成させたも

のです。それを今年の東西町さつき祭で、裏面を

高専生にデザインをしてもらい見事なアートが完

成しました。

いつまでも東西町のシンボルとして私たちを出

迎えてくれることでしょう。

肉じゃがおいしかった～農業体験～

東西町の良いとこ見つけ！（2区の巻）

生田俊作 4区3班

エッ、私の健康法？エッ、なぜ私が！

心臓機能障害で身障者、その上に、両親から有

り難くもない、成人病の遺伝子を貰いながら喫煙

歴54年の私が、健康法とは噴飯ものであることは

よく承知していますが、私のような身体と生活習

慣でも、健康寿命を3年前にクリアでき、まだな

にかできそうな意気込みがあるのは健康である証

と思い、あえて投稿しました。

さて、その日常生活ですが、特に意識して何か

しているのではなく、思い当たることは、高齢者

生きがい事業・国際交流等々、仕事やボランティ

アに携わって、昨日より今日と生きがいを持って

日々を過ごしていること、家庭では妻が成人病予

防に配慮した食事を作ってくれていること、愛犬

と24年間365日、朝夕の散歩を欠かさず行ってい

ることなどが良いのでは、と思い

ます。私にとって、絶えず何かに

挑戦すること、歩くことが健康保

持には良いようです。

絶えず挑戦すること～私の健康法～

実施日 8月16日（土）

受 付 15時～

読 経 15時30分～16時

※お布施は振興協議会が代表で

いたしますので不要です。

掘っても掘っても、まだまだ出てくる！

こんなにたくさん収穫できました。

川に映ったさかさ

大山とさくら！

防災無線の乾電池を交換しましょう！

通常時ではコンセント電源で聞こえていますが、

停電になると電源が電池となりますので、当たり

前ですが、電池がないと聞こえません。単2の電

池が4個です。点検して早めに交換しましょう！

仏様送りお知らせ（総務部）
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＜編集後記＞

暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょ

うか？道歩く人も少なく少し寂しい気がします。

ところで、皆さんはあいさつの「オ・ア・シ・

ス」をご存知ですか？ 何十年も前に団地内に看

板が設置されていたので覚えている方もおられる

と思います（私もその1人です）

「お」はようございます。「あ」りがとう。

「し」つれいします。「す」みません。

交通当番の時、子供から返ってくる様々な調子

の中でも大きなあいさつは取り分け嬉しいもので

す。

老若男女、お互いあいさつの「オ・ア・シ・ス」

で生活にも心にも潤いができれば良いですね。

（広報部８月号編集担当：岡野、青戸）

～南部町健康診査のお知らせ～

南部町の特定健診・基本健診の受診期間が8月31日で終わります。40～74歳の主に南部町国民健康保険

に加入されている方、20～39歳で基本健診の申込みをされた方は、早めに受診しましょう！

※なお、75歳以上の高齢者健診は平成21年1月31日まで受診することができます。

※集団健診の補足日として、下記の日程がありますのでご利用下さい。

（健診日） （場所） （受付時間） （内容）

９月２日（火） いこい荘 8時～10時 特定健診、高齢者健診、基本健診がん検診（胃、大腸、

子宮、乳、結核･肺）

９月３日（水） すこやか 8時～10時 特定健診、高齢者健診、基本健診がん検診（胃、大腸、

子宮、乳、結核･肺）

９月７日（日） 西伯病院 8時～10時 特定健診、胃、大腸がん検診のみ実施。

※2日前までに西伯病院まで予約が必要です。

・カーテン：大集会室のカーテンが新しくなりまし

た。使用後は必ずカーテンを開けてお帰りくだ

さい。

・掃除機：和室に小型の掃除機を購入しました。

大集会室にも大型の掃除機を置いています。そ

れぞれ、使用後は次の利用者のために、掃除機

をかけて帰っていただくようお願いします。

・冷蔵庫：夏場は特に冷蔵庫内をきれいに利用し

てください。入れっぱなしにしないようお願い

します。

・私物について：私物をコミュニティセンターに

置いたままにしないでください。その都度持ち

帰りをお願いします。

・玄関前での喫煙は止めてください。

こんにちわ！保健師の前田です

東西町コミュニティーセンターからお願い

東西町夏祭り予告 開催近づく

～今年は８月１４日（木）だよ～
お楽しみの企

画満載です。

乞う！

ご期待･･･

山陰中央新報社の岡田昭博さん（市山在住）から

「地域へのメッセージ～一地方紙記者からみた地域活

動」と題し、振興協議会活動の大切さを教えていただ

きました。また、毎月

発行している会報につ

いて、見出しをもっと

活用すること、写真を

どんとすえること、カ

メラのアングルに気を

つけること、等のアド

バイスを受けました。

（広報部）

岡田さんのお話に熱心に耳を

傾ける参加者たち

昨年の夏祭り

地域のﾈｯﾄﾜｰｸを大切に～生涯学習講演会

コミュニティセンター和室のテレビとビデオが古

くなってきました。

20インチ以上で1998年以降の不要なテレビ

とビデオがありましたらお知らせください。


