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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
：tozaicho_mkuroki@yahoo.co.jp

東西町『夏休み みんなでラジオ体操』始まる！！

◎２区赤木宅前及び３区堀江宅前の舗装勾配の改修

町道の取り付け部分の舗装が高くなっている為

車体損傷の原因となっ

ていました。

なだらかな勾配にす

るための工事が完了し

ました。

◎谷川地内の国道180号線の通行道新設

自転車通学の生徒の安全を確保する為に谷川地

内の坂の東側へ通行道

(カラー舗装)を新設す

る工事が行われていま

す。

工事完成は９月始め

の予定です。

平成22年度行政要望の工事について

地区内３か所で、８月12日(木)まで、朝７時から、みんなでラジオ体操を行っています。

平成20年にＮＨＫ夏の全国巡回ラジオ体操が、花回廊で実施されたのを機会に、健康づくりや交流をはかろう

と小学生のみならず大人も交じって行うことになったものです。

３か所にそれぞれお世話と見守りの方をお願いし、昨年を上回る参加者で盛り上がっています。東西町の新

しい夏の風物詩になる予感がします。みなさんも是非参加下さい！！

『長年悩まされていた四十肩が治りました』

２区１班 国本雄二さん談

30代後半より四十肩に悩まされていました。両肩が

いつも痛く、肩をあげると激痛が走るといった具合。

８年前より子どものラジオ体操に付き添いで参加して

います。最初は肩の痛みをこらえながらでしたが、アー

ラ不思議。今では両肩の痛みも無くなりました。今年

も、子どもと参加しています。五十肩にならないように・・・・

１区１班 荒木様宅付近

４区４班 第一設計様事務所付近

２区４班 新宝楽様付近 スタンプ押しの列
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日 曜日 ８月の行事
１ 日

２ 月 大正琴

３ 火 絵手紙教室/敬老会企画会議

４ 水
＜おたのしみ体験講座：ザリガニ釣り大会＞
謡曲/写真クラブ/健康フラダンス教室/ピアノ教室/ミニテニス

５ 木 ダンス/ピアノ/ミニテニス *【プラ類・発泡】ビン、缶

６ 金 万寿会軽体操

７ 土 銭太鼓/ソフトバレー

８ 日

９ 月 住民健診/うたの会

１０ 火 ＜おどり練習会20:00～＞

１１ 水 野菜市8:00～/健康フラダンス教室/ピアノ教室/布の会

１２ 木 ＜おどり練習会20:00～＞ 夏休みみんなでラジオ体操最終日

１３ 金

１４ 土 ＜第35回東西町夏祭り 18:00～＞

１５ 日

１６ 月 ＜仏様送り 15:00～＞

１７ 火 カラオケ(かなりや会)

１８ 水 謡曲/健康フラダンス教室/ピアノ教室/ミニテニス

１９ 木 スポーツダンスサークル/ピアノ教室/ミニテニス

２０ 金
＜おたのしみ体験講座：バルーンアート＞万寿会軽体操

＊【ざつがみ・プラ類・発泡】再ビン・ペットＢ・古紙

２１ 土 銭太鼓/ソフトバレー同好会/(グ)祥福園/南部町民花火大会

２２ 日 囲碁同好会

２３ 月

２４ 火

２５ 水 健康フラダンス教室/ピアノ教室/布の会/ミニテニス

２６ 木 スポーツダンスサークル/ピアノ教室/ミニテニス

２７ 金 ＜おたのしみ体験講座：集中学習＞料理の会/詩吟 ＊不燃

２８ 土 野菜市8：00～ /歩こう会/ソフトバレー

２９ 日 ＜東西町「夏休み みんなでラジオ体操」表彰式10：00～＞

３０ 月 ２区サロン

３１ 火

９月の行事予定

12日(日)敬老会【福祉部】

25日(土)ごず釣り大会【体育部】・たそがれコンサート【天津振興協議会】

～夏祭りに関するお知らせ～

カラオケ出演者募集！

８月14日(土)に開催される夏祭りの

カラオケに出演される方を募集しま

す。

出演時間は午後６時～６時30分の

間、10名(先着)

協議会までお知らせください。

エコマネーのご利用、

駐車場ご利用券を発行します

夏祭りでエコマネーがご利用でき

ます。また、天津運動公園の駐車場

ご利用券を発行いたします。 ８月10

日までに協議会へお越しください。

ボランテｲアの募集をします！

８月14日(土) 夏祭りの準備を行い

ます。ご協力いただける方は下記の

時間にｺﾐﾕﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰにご集合くださ

い。

男性は午前７時から、女性は午後

１時から、「ふるさと東西町の夏祭り」

にご協力お願いします。

（８月号広報部担当：谷口）

つどいわくわくショップ

８月はお休みします。

９月から再開します。

毎月第３土曜日 10時30分開店です。

夏祭りおどり練習会を行います
まいちょこ音頭、西伯音頭

日時 ８月10日(火)午後８時～

８月12日(木)午後８時～

場所 ｺﾐﾕﾆﾃｲｰｾﾝﾀｰ

今年から「まいちょこ音頭」を踊りま

すので一緒に練習しましょう。みなさ

ん参加してください。

東西町体操カードを回

収します。

おたのしみ体験講座開催

８月４日(水)ザリガニ釣り大会

８月20日(金)バルーンアート

８月27日(金)集中学習

対象：小学生

中学生ボランテｲア募集!

詳しくは協議会まで
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東西町の６月までの可燃物収集実績

４～６月の可燃物累計は57.9トンでした。19年度

比では87.3％で、12.7％減となっています。

エコポイント制度は今年度も継続しています。

救急医療情報キットの申請をしましょう！

「一人のときに身体の具合が悪くなったらどうしよう・・･」

あってほしくないことですが、救急車に来ても

らっても、ご本人の病歴や服薬の状況、かかりつ

けのお医者さん、緊急連絡先などの医療情報がわ

からず的確な処置ができない場合があります。

そんなときに備えて、ご本人の情報をまとめて

保管しておく医療救急情報キットが配布されるよ

うになりました。

対象の方は、

☆65歳以上の方

☆障害のある方

☆70歳以上の方でお一人で生活しておられる方

☆高齢者だけの世帯

☆身体障害者手帳１、２級、療育手帳１級

精神保健福祉手帳１級をお持ちの方です。

該当の方はできるだけ申請してください。

申請受付は８月１日からです。

不明な点は、振興協議会までご連絡ください。

（66－4724）

活用のイメージ

☆具合が悪くなる。

☆１１９番に連絡する

☆救急隊員が救急キットから医療情報を確認

☆適切な処置をして病院に搬送

福祉部だより

問題点24：カレールー等、惣菜の入った軟プラ類

を洗わずそのままで出す方があります。

解決策：惣菜やカレールー等の入っている物をプ

ラ類に出される場合は洗ってから出すよ

うにお願いします。

分別収集を考える その11

日 時 ８月16日(月)

受 付 15:00～

読 経 15:30～16:00

※お布施は振興協議会が代表

でいたしますの不用です。

仏様送りのご案内（総務部）

7月17日(土)、１区・２区を対象にけすゾウく

んを使用して消火訓練と通報訓練を実施しました。

参加者は17人で、松尾事業部長の挨拶で始まり、

消火器を使用して消火訓練をおこない、続いて通

報訓練では電話で１１９番通報をしました。通報

者(参加者)と指令員のやり取りでは、訓練といえ

ども通報者が自分の住所も言えないほどの緊張状

態となり、これが現実だよ、と話し合っていまし

た。参加者には、にぎり式発電ライト等の防災グッ

ズが配布されました。

次回は３区・４区を対象に開催しますのでたく

さんの参加をお願いします。

防災訓練の実施について

バイパス工事に伴い天津運動公園グラウンド内

に仮フェンスが設置され、併せて、休憩所も移動

します。グラウンドご利用の際はご注意ください。

設置期間 8月20日～23年3月31日

天津運動公園仮フェンス設置について

わ
か
と
り
作
業
所
側

道路側

6m

38m

天津運動公園
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夏だ！ 海に、川にちょっと気をつけて

子どもの水難事故防止

子ども達は水遊び・水泳・魚釣りなどが大好き

です。

水に親しむ機会が多くなり、毎年この季節には

子どもの水難事故が多発しています。

次のことに気をつけ夏休みを楽しみましょう。

☛幼児から目を離さない。

わずかな時間でも【目】【心】【手】を離さな

い‼

☛幼児の一人遊びは危険です、必ず保護者が同伴

すること。

幼児の一人での水遊びは危険です‼

必ず保護者が同伴しましょう。

☛子どもだけで出かけるときは、

【どこへ】【だれと】【いつ帰る】を確認する‼

☛「危ないよ」の愛のひと声を。!

他人の子も同じです、危険と思ったら注意しま

しょう‼

☛安全点検と安全対策の徹底。

家の周りの危険個所の点検と対策を‼

防災コーデｲネーター 渡辺

防災掲示板

ごみ収集場はカラスや猫がごみを散らかして困っ

ています。

決められた時間を守らない人のせいでもありま

すが、ごみの中身がまる見えであることも一因で

す。

そこで、中身の見えない包み方をご紹介します

ので、参考にしてください。

１．指定のごみ袋を拡げて、

底部分に新聞紙を敷き

ます。

２．新聞紙を交互にコの字

型に組み合わせます。

→ここがポイント

可燃ごみ袋の出し方（カラス対策）

西部地区生涯学習実践道場

１区１班 阿部栄子

「西部地区生涯学習実践道場」は大山青年の家で

約100名の参加で開かれました。

日野町からは「ボランテｲアの組織化」、伯耆町

からは「どぶろくで仲間づくりと地域文化の継承」

の発表があり、その後の実践グループ討議に参加し

て、地域の特性を軸にどのように住民をまき込んだ

活動を展開するかが「まち」を元気にすることだ、

ということを学びました。

三浦清一郎氏(社会教育研究者)の講演は「生涯学

習・実践」論で高齢者の“生甲斐”“やり甲斐”と

いった難しい話が面白おかしく、また、興味深く聞

かせてもらいました。

「用いざれば廃す→筋肉も脳細胞も使わねば消滅

します。」･････そうだなあ。

「興味やお稽古ごとなど、楽しいことに適度の負

荷、つまり貢献の意志をもつ→“生涯現役者”とな

ります。」･････ああ！なるほど！！

「お元気だから活動するのではありません→活動

しているからお元気なのです。」

･････この言葉が最後に心に残りました。

みんなで投稿コーナー

３．指定の袋の中に組み合

わせた新聞紙を入れま

す。

４．新聞紙の筒の中に可燃

ごみを入れます。

５．袋を閉じて名前を書き

ます。完成！

外から中身が見えませ

ん！これで大丈夫。

＊記名の無い袋は、カラスや猫が荒らした時に袋

を開封することもあります。


