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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ｾﾝﾀｰ TEL（FAX）66-4522
E-mail：tozaicho_mkuroki@yahoo.co.jp
ホームページ：

南部町⇒地域振興協議会⇒東西町地域振興協議会

さつき祭実行委員長 生田允昭

去る、５月29日(日)に悪天候の中、第４回さ

つき祭を開催しました。台風の影響により一部

のイベントが中止となりましたが、恒例の餅つ

きを始めとして屋外テントには、各種団体が出

店し、大勢の方々が買い物をされていました。

作品展示室では、年々増えていく東西町の皆

さんの趣味の作品をじっくりと鑑賞されていま

した。

前日の準備でも、雨の中でのパネル運びや展

示室の設営など、ほんとうに沢山の方々にご協

力いただき、例年遅くまでかかる作品の展示作

業も早く終えることができました。有難うござ

いました。

２年続きの悪天候の中での開催となりました

ので、住民の皆様にできるだけ多くご来場いた

だけるよう、悪天候時の対応等を含めて今後協

議、検討していきたいと思います。

実行委員及び協力いただきました各種団体の

皆様方に対しまして厚く御礼申し上げます。

○さつき祭会場での東日本震災募金箱3,300円と

売上の一部3,000円の合計6,300円を日本赤十字

社鳥取県支部南部町分区へ寄託いたしました。

ありがとうございました。

悪天候の中、第４回さつき祭を開催

蒸し器が破損していてあまりよい餅にな

りませんでした。来年にご期待ください。

開会前に入念に打ち合わせをするスタッフ

会場設営に一生懸命(前日)

「お花とあそぼう」で展示

作品の準備中（前日）

雨の中、子どもたち

も来てくれました。

屋台の準備に大忙し
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日 曜日 ７月の行事予定表
１ 金 ヨーガ教室/万寿会軽体操 *【プラ類・発泡】ビン、缶

２ 土 青少年育成会総会/銭太鼓/１区西町サロン/ソフトバレー

３ 日 (グ：天津ソフトボール大会)

４ 月

５ 火 夏祭り企画会議/絵手紙教室

６ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/健康フラダンス教室/ミニテニス

７ 木 ピアノ教室/サロン合同七夕会/ミニテニス

８ 金 料理の会(たのしいかい)/詩吟クラブ/ヨーガ教室/笑いヨガ

９ 土 野菜市8：00～/そばの会

１０ 日
農業委員会選挙[9日から終日立ち入り禁止]

空き缶ごみ拾い

１１ 月

１２ 火 ４区花はなサロン/２区福祉会

１３ 水 あみもの同好会/健康フラダンス教室/ミニテニス

１４ 木 ハンドメイドクラブ/ピアノ教室/ミニテニス

１５ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【ざつがみ・プラ類・発泡】再ビン・ペットＢ・古紙・乾電池・蛍光管

１６ 土 わくわくショップ10：30～/夏祭り全体会議/囲碁/ソフトバレー

１７ 日 子ども会親睦会/(グ：境ソフトボール大会)

１８ 月

１９ 火 カラオケ(かなりや会)

２０ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

２１ 木 ピアノ教室/ミニテニス

２２ 金
＜スローライフ研究会＞

料理の会/詩吟クラブ/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２３ 土 野菜市8：00～/３区さんさんサロン/歩こう会/ソフトバレー

２４ 日

２５ 月 うたの会

２６ 火 ２区サロン

２７ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス/保険証更新10：20～11：40

２８ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/１区西町サロン/ミニテニス

２９ 金

３０ 土

３１ 日

８月の行事予定

6(土)～7日(日)青少年お泊り会【青少年育成会】

14(日)第36回 夏祭り【夏祭り実行委員会】

16(火)仏様送り【町づくり部】

（７月号広報部担当：土江一史)

第36回 東西町夏祭り開催
【実行委員会】

とき：８月14日(日)

場所：天津運動公園

出演者募集！

カラオケ、寸劇、踊り等出演希

望の方は７月４日までに協議会へ

の申し込みをお願いします。

夏休み みんなでラジオ体操

日程：７月23日～８月12日

午前７時から

東西町地内の３か所で行います。

参加場所でラジオ体操カードを全

員の方にお渡しいたします。

毎日がんばった人にはごほうびが

ありますよ。詳細は後日文書でお

知らせいたします。

～遊友くらぶ～

日時：金曜日(第３以外)14：00～

場所：つどい

７月は、10月に米子で開催され

るイベントの東西町コーナーで即

売するコースターをつくります。

ご協力お願いします。

材料等は不要です。楽しい時間

を共有しましょう。

役員研修会

9日～10日

スローライフ研究会

環境に優しい自然の材料でいろ

いろな物を試作し、みなさんに作

り方を紹介します。今回はハーブ

を使った、肌に優しい虫よけスプ

レーをつくります。みなさんのご

参加を待っています。

日程：７月22日(金)14：00～

場所：つどい

参加申し込み：７月15日まで

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰに花を植えました

利用された時

や、散歩の時等

にホースで水やりを

していただくと、大変助

かります。
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喫茶コーナーでは話に

花が咲いていました。

どれにしようかなあ（野菜コーナー）

あちらこちらで草刈りや伐採の作業が行われました(町づくり部)

松くい虫被害の木（西町高台に

上がる道沿い）を伐採しました。

東西町地内10か所のハゼの木を

伐採しました。

不在地主の空き地の草刈り作業が

完了しました。

展示場がバラの香りでいっぱいになり

ました。

そっくりの似顔絵です。

坂根の加藤画伯に今年

もお世話になりました。

同好会の作品

講座作品

皆様の趣味の作品

等で会場は一杯

力作の作品に感心しきり
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防災コーディネーター 渡辺祥二

○簡単に出来る梅雨時のカビ対策

台所は生活の中で、食事を作ったり、洗い物を

したり使用頻度の高いところで清潔に保つ必要が

あります。台所が汚いと雑菌が繁殖して人体に影

響を与えかねません。特に三角コーナーと排水口

には雑菌の繁殖する養分・水分が付着しており、

カビが発生しやすい条件が整っておりカビ対策が

必要です。

☛クエン酸水・重曹を使って 安全に、そして簡

単にカビ対策ができます。

☛クエン酸水・重曹の作り方及び使い方

クエン酸水➠水１カップにクエン酸大さじ１杯

を溶かす。

①布巾に付けて拭く

②スプレーで吹きかける

重曹➠水分を含ませながらペースト状になるま

で水を加える。

①スポンジ・雑巾に付け、タイルや窓枠のパッ

キンなどに塗る。

②しばらく放置してから水で流す。

防災掲示板

○路上駐車は危険がいっぱい

６月に東西町内で路上駐車した車への追突事故

が発生しました。歩行者にとっても危険ですので

路上駐車は止めましょう。

○警戒してください！

東西町内で不審者の目撃や宅地への不法侵入の

情報が寄せられています。家の戸締りに気をつけ

ましょう。また、夜間に車を傷つけられるという

事案も発生しています。対応策としてはセンサー

ライトの設置などが効果があります。不審な人や

車を見かけたら、声かけを行うとともに隣近所で

団結し、犯罪の発生しにくい雰囲気づくりをしま

しょう。

○可燃ごみですが、なぜ未回収？

ゴルフバックが回収されずに残っていました。

何故でしょう？ゴルフバックは可燃ごみとして出

せますが、金具が付いたままですと回収されませ

ん。ゴルフバッグ等可燃ごみとして出せる物でも、

金具がついていると回収されま

せん。

自分で処理出来ないものにつ

いてはシルバー人材センターな

どの業者に処理を依頼してくだ

さい。そのままですと不法投棄

となります。

事務局からのお知らせ

６月５日(日)東西町全体(特別会員、非入会

者の方も含めた)での一斉清掃が行われました。

清掃前のラジオ体操には313名の方が参加され

ました。

また、一斉清掃終了後、各班で班会が開催さ

れ、話し合いや懇親会がおこなわれました。

春の一斉清掃と一斉ラジオ体操

４区牧田池に住ん

でいるカルガモ？の

家族。

鳥たちにとっても東

西町は住みやすい

町になったカモ！

４区空き地の木の伐採

１区バス停裏の草刈り

共助の精神が拡がっています。ボランティアで草

刈りや木の伐採をしていただきました。感謝です。

一斉清掃後、初め

て班会議をしまし

た。 (４区４班）
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２７ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス/保険証更新10：20～11：40

２８ 木 あみもの同好会/ピアノ教室/１区西町サロン/ミニテニス

２９ 金

３０ 土

３１ 日

８月の行事予定

6(土)～7日(日)青少年お泊り会【青少年育成会】

14(日)第36回 夏祭り【夏祭り実行委員会】

16(火)仏様送り【町づくり部】

（７月号広報部担当：土江一史)

第36回 東西町夏祭り開催
【実行委員会】

とき：８月14日(日)

場所：天津運動公園

出演者募集！

カラオケ、寸劇、踊り等出演希

望の方は７月４日までに協議会へ

の申し込みをお願いします。

夏休み みんなでラジオ体操

日程：７月23日～８月12日

午前７時から

東西町地内の３か所で行います。

参加場所でラジオ体操カードを全

員の方にお渡しいたします。

毎日がんばった人にはごほうびが

ありますよ。詳細は後日文書でお

知らせいたします。

～遊友くらぶ～

日時：金曜日(第３以外)14：00～

場所：つどい

７月は、10月に米子で開催され

るイベントの東西町コーナーで即

売するコースターをつくります。

ご協力お願いします。

材料等は不要です。楽しい時間

を共有しましょう。

役員研修会

9日～10日

スローライフ研究会

環境に優しい自然の材料でいろ

いろな物を試作し、みなさんに作

り方を紹介します。今回はハーブ

を使った、肌に優しい虫よけスプ

レーをつくります。みなさんのご

参加を待っています。

日程：７月22日(金)14：00～

場所：つどい

参加申し込み：７月15日まで

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰに花を植えました

利用された時

や、散歩の時等

にホースで水やりを

していただくと、大変助

かります。




