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会報まち６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@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

コミュニティーホームプロジェクトリーダ 佐藤重明

県の事業として鳥取型地域生活支援システムモデル事業である「地域コミュニティーホーム（地域支え

愛の家）」を県内３ヶ所の地域に構築することが決まっています。この事業は、ご高齢の方々などが住み

慣れた地域で暮らし続けることが出来ることを目指しており、地域住民による運営や空き家利用などによ

り、安価な利用料金で住まいが確保でき、かつ地域コミュニティーとの連携維持ができるホームです。東

西町は町の支援を受け、この事業に参画することになり、このたび設立に向けた企画プロジェクトを立ち

上げました。メンバーは社協や町の健康支援室からも参画いただき、当面７名で推進します。ホーム設立

に向け、難しい課題が山積ですが、具体化に向けて精力的に活動していきますので、皆様のご支援をよろ

しくお願いします。なお、設立後の運営にご尽力頂くヘルパー２級資格取得支援の公募を現在行っていま

す。(〆切は６月８日)

５月18日鳥大の竹川准教授のご紹介で尼崎にある

「グループハウス尼崎」と「ホームホスピス愛逢の

家」を視察しました。

前者は阪神淡路大震災関連のケア付仮設住宅の代

りに建設されたもので、グループハウスとして委託

運営され、入居者は16名、スタッフが24時間常駐し

ています。

ここでの生活は入居者の意志が尊重され、献立も

自分で考えて料理し、食事時間もまちまち、外食も

可、門限無しというアットホームな生活をされてい

ます。そのため会話も弾み、一般の施設に比べ認知

症の進行も遅く、より元気になられるとのことです。

後者は支えあいながら地域で「いのち」を全うす

るというコンセプトで、民家を借りて設立。入居者

は５名(最高齢102歳)、スタッフは昼２名、夜１名

で24時間常駐。施設の改造には地域の人たちから多

額の寄付があったようです。なお、紙面の都合上詳

細は省きますが、今回の視察で得た貴重な情報を参

考に、ホームの具体化を進めたいと思います。

(佐藤重明)

コミュニティーホーム企画プロジェクト立ち上げ

コミュニティーホーム視察研修会報告

活発な質問をする視察参加者

総会でも「いったいいつまで立ち当番をするの

ですか？」という質問が毎年必ず出ていました。

長年の懸案事項であったごみの立ち当番を廃止

する方向で動き出しま

した。次のような段階

(ステップ)を踏んで進

めますので皆様のご協

力をお願いします。

「ごみには家の番地または名前を書きましょう」

ステップ

①各家庭からの分別ごみ(袋)に家の番地または名

前を書きましょう

↓

②分別が分からない時はごみの分別方法ダイジェ

スト版を参考に、収集日は会報等、各自で確認

する習慣をつけましょう

↓

③モデル地区(場所)を選定し、立ち当番なしでの

課題等を拾い出します

↓

④ほとんどの分別ごみ(袋)への家の番地または名

前の記入が出来ましたら立ち当番を廃止したい

と思います

ごみ立ち当番廃止に向けスタート！
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日 曜日 ６月の行事予定表

１ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操/３区福祉会

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

２ 土

ヨ

４区福祉会/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

３ 日 ＜一斉清掃＞

４ 月

５ 火 地域福祉委員会/絵手紙教室/男のクッキング/万ＧＧ

６ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/写真クラブ/ミニテニス/麻雀同好会

７ 木 ミニテニス

８ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ/☀２区サロン

９ 土 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１０ 日 麻雀同好会/低山を登る会/クリーンウォーク―

１１ 月

１２ 火 福祉部会/４区花はなサロン/万ＧＧ(万寿会グラウンドゴルフ)

１３ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１４ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１５ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

１６ 土 わくわくショップ10：30～/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

１７ 日

１８ 月

１９ 火 万ＧＧ

２０ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２１ 木 ミニテニス

２２ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２３ 土 野菜市9：00～/歩こう会/ソフトバレー

２４ 日 ＜リサイクル＞ (天津運動公園の利用はできません)

２５ 月 うたの会

２６ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２７ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２８ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２９ 金

３０ 土

広報部担当：高柴武司

７月の行事予定
24日(火)～8月12(日)夏休みみんなでラジオ体操【福祉部】

春の一斉清掃【町づくり部】
日時：６月３日(日)

7：50～ラジオ体操

8：00～一斉清掃

班で集まる良い機会ですので、

路上駐車、ごみの記入のこと等、

お互いに住みやすい町づくりに向

けて話し合いの場をもっていただ

けませんか

生涯学習講座紹介

東西町ではいろいろな同好会や

教室が活動をしています。別紙に

24年度東西町生涯学習講座一覧を

つけていますので仲間づくりに生

かしてください

リサイクル【青少年育成会】
日時：６月24日(日)9：00～

回収物：アルミ缶、ダンボール

新聞紙、雑誌
(ビンやスチール缶は回収できません）

搬出場所：指定の集積所又は

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

＊高齢者の方は自宅前道路に出し

ておいてください

わくわくショップ

日時：毎月第３土曜日10:30～11：30

場所：つどい

＊５月から日南町の野菜や米等

も販売しています

＊７月は刃物研ぎをします

(８時～受付)

夏休みみんなでラジオ体操予告

【福祉部】

さ～！待ちにまった夏休みがやっ

てきます みんな一緒にラジオ体操

で、健康な体をつくりましょう

期間：7月24日～8月12日まで

時間：7：00～

☀お世話係を募集します

地区内の３か所で各２名程度

ＣＤをかけていただいたり、子ど

も達を見守ってくださる方のご協

力をお願いします
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４月22日、今年度、区のまとめ役をお願いしま

す区長、町づくり部員としてお世話いただきます

理事、そして班の取りまとめ役の班長さん方にお

集まりいただきました。それぞれの業務内容を資

料に基づいて説明させていただきました。特に今

年度から理事さんには、消火栓器具箱内のノズル

などの盗難があった事を踏まえ、消火栓器具箱の

月２回の点検を新た

にお願いすることに

なりました。この１

年間、どうぞよろし

くお願いします。

新理事・班長会義を開催

●カーブミラー(２区４班)を取り換えました

●ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大集会室の販売機が撤去されまし

た

●分別してください！

不燃物とビンが混入し

ており未回収でした

(３区)

事務局からのお知らせ

５月６日(日)青少年育成会主催のたけのこ掘り

体験をおこないました。

昨年は猪被害のため中止

となりましたが、毎年た

けのこ掘りでお世話にな

る協議会の前専門員 寄田

憲文さんによる猪対策のお

陰で今年は、大収穫となり

ました。

とっても柔ら

かくて美味しい

たけのこでした。

新理事・班長会議

たけのこ掘り体験

家族みんなで力を合わせて
たけのこを掘りました

参加者と寄田憲文さん

「突撃!隣の晩ごはん」の東西町版です。東西町

の方に登場いただき、おもっしぇ話や苦労話、家

族や趣味などを紹介してもらいたいと思います。

リレー方式で、次々にお友達を紹介していただき、

なかまの輪を更に拡げたいと思います。

トップバッターは、

東西町入居第１号の河村 昇さん(3区1班)です

・東西町に入居されたのは？

→昭和45年です。実家が日南町

で米子市内の職場への冬場の通

勤が困難だったので東西町に入

居しました。

・当時の様子はどうでしたか？

→当時は下水道はもちろんですが、電気さえも建

築時には業者は自家発電機で工事をしていました。

最寄りのバス停は「古市」と「峰」でした。個人

用の住宅電話は無く、岡野商店さんに呼び出し電

話が設置されておりました。

・自治会の活動はどのような状況でしたか？

→８名くらいで発足し、初代の自治会長は吉村さ

ん(2-1)だったと思います。当時の「米子縫製」に

特別会員の入会をお願いした際の苦労が思い出さ

れます。

・東西町に住んで良かったなと感じられることは何です

か？

→なんといっても大山のロケーションです。また、

現在の東西町の発展に多少なりとも関われたこと

でしょうか。

※広報部からのお願いです。お友達として紹介されま

したら、どうか取材にご協力をお願いします。

次回はあなたかも････？。

新シリーズ開始

～東西町のなかまたち～

４月から東西町地域振興協議会メールアドレスが

下記のとおりに変更になりました。

新アドレス：tozaicho@yahoo.co.jp

ごみの分別方法ダイジェスト版訂正のお願い

ごみの分別方法ダイジェスト版９ページに酒ビン

は「再利用ビン」へと記載していますが、４月から

有名メーカーのビールビンを除いた全てのビンは

「ビン・缶類」に出していただくようになりました

ので訂正をお願いします。
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梅雨の季節を迎え、湿度・気温が高くなり、食中

毒に心配りが必要となります。家族全員で対応しま

しょう。

食中毒予防５つのポイント

①買い物をするときは ☛食材は新鮮な物を選び、

消費期限の日付を確認しましょう

②食べ物を保存するときは ☛冷蔵庫は10℃以下、

冷凍庫はマイナス15℃以下が目安 ただし、冷

蔵庫で細菌が死ぬわけではありません

③料理を始める前に ☛何はともあれ、手を洗い

ましょう

④料理するときは ☛料理の前にキッチンを点検

（残飯・フキン・まな板・包丁・食器）

⑤食事をするときは ☛食卓につく前に、必ず手

を洗いましょう

食中毒菌について

①Ｏ-157などの腸管出血性大腸菌 ☛感染力が非

常に強く、わずかな菌でも体内に入っただけで

発病しますので、家族一人一人が感染を防ぐ方

法を実践しましょう

②ノロウイルスの特徴 ☛かきなど二枚貝は加熱

不十分な状態で食べると感染する恐れがありま

す

防災コーディネーター 渡辺

防災掲示板

みつばちの巣箱づくり

４月28日(土)岩尾勝幸さんの指導でみつばちの

巣箱づくりをおこないました。７名の参加者は昼

から夕方までかかって住みやすそうな立派な巣箱

を完成させました。果たして女王蜂を惹きつける

のは誰の巣箱でしょうか？

採れるみつはどんな味？ ････乞うご期待！

みつばちプロジェクト

さ～実践しましょう！クリーン運動

今年度から、ふるまい向上運動として全町挙げて

取り組みます「おせの背中を魅せよう」として、東

西町では「東西町ピカピカ運動 ～空きかん ごみ

拾いで心もクリーンに～」を展開します。このモデ

ルは長年にわたり万寿会の皆さんが取り組まれてい

る「空き缶・ごみ拾い」です。今後は地区の方全員

で地区内の「～空きかん

ごみ拾い～」を常時実施し、

東西町からポイ捨てごみを

一掃するとともに、将来を

背負う子ども達におせ(大人)

がお手本を示してまいりた

いと思います。

（詳細は６月７日に配布しますチラシでご確認願います）

おせの背中を魅せよう

「東西町ピカピカ運動」準備ｏｋ！

子どもはちゃんと
見ています

東西町放課後児童クラブ関連の予算が町議会で

承認されました。集会所のトイレ・流し・天井照

明・外壁・屋根のひさし部分・雨どいの補修等の

改修工事に入ります。

児童クラブとしての施設の環境整備が進み、子

ども達も、さらに楽しく過ごせると思います。

その子ども達といえば、指導員さんに親しみを

込めて「○ちゃん・△ちゃん」と呼んで元気いっ

ぱいです。

通年の利用は８名で、習い事もあり全員は揃い

ませんが、登級すると宿題が始まり、自然と遊び

に変わっていきます。とても賑やかで、近隣の方々

には大変ご迷惑をおかけしていると思いますが、

みなさん暖かい目で見守って頂き、子ども達も、

のびのびと活動することができます。ご理解あり

がとうございます。

放課後児童クラブだより「れっつごー!!」

坂本町長が児童クラブを見学に来られました

巣箱づくりの様子

完成した巣箱



第５９号 東西町地域振興協議会 広報部発行 平成２４年６月１日

2

４月22日、今年度、区のまとめ役をお願いしま

す区長、町づくり部員としてお世話いただきます

理事、そして班の取りまとめ役の班長さん方にお

集まりいただきました。それぞれの業務内容を資

料に基づいて説明させていただきました。特に今

年度から理事さんには、消火栓器具箱内のノズル

などの盗難があった事を踏まえ、消火栓器具箱の

月２回の点検を新た

にお願いすることに

なりました。この１

年間、どうぞよろし

くお願いします。

新理事・班長会義を開催

●カーブミラー(２区４班)を取り換えました

●ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ大集会室の販売機が撤去されまし

た

●分別してください！

不燃物とビンが混入し

ており未回収でした

(３区)

事務局からのお知らせ

５月６日(日)青少年育成会主催のたけのこ掘り

体験をおこないました。

昨年は猪被害のため中止

となりましたが、毎年た

けのこ掘りでお世話にな

る協議会の前専門員 寄田

憲文さんによる猪対策のお

陰で今年は、大収穫となり

ました。

とっても柔ら

かくて美味しい

たけのこでした。

新理事・班長会議

たけのこ掘り体験

家族みんなで力を合わせて
たけのこを掘りました

参加者と寄田憲文さん

「突撃!隣の晩ごはん」の東西町版です。東西町

の方に登場いただき、おもっしぇ話や苦労話、家

族や趣味などを紹介してもらいたいと思います。

リレー方式で、次々にお友達を紹介していただき、

なかまの輪を更に拡げたいと思います。

トップバッターは、

東西町入居第１号の河村 昇さん(3区1班)です

・東西町に入居されたのは？

→昭和45年です。実家が日南町

で米子市内の職場への冬場の通

勤が困難だったので東西町に入

居しました。

・当時の様子はどうでしたか？

→当時は下水道はもちろんですが、電気さえも建

築時には業者は自家発電機で工事をしていました。

最寄りのバス停は「古市」と「峰」でした。個人

用の住宅電話は無く、岡野商店さんに呼び出し電

話が設置されておりました。

・自治会の活動はどのような状況でしたか？

→８名くらいで発足し、初代の自治会長は吉村さ

ん(2-1)だったと思います。当時の「米子縫製」に

特別会員の入会をお願いした際の苦労が思い出さ

れます。

・東西町に住んで良かったなと感じられることは何です

か？

→なんといっても大山のロケーションです。また、

現在の東西町の発展に多少なりとも関われたこと

でしょうか。

※広報部からのお願いです。お友達として紹介されま

したら、どうか取材にご協力をお願いします。

次回はあなたかも････？。

新シリーズ開始

～東西町のなかまたち～

４月から東西町地域振興協議会メールアドレスが

下記のとおりに変更になりました。

新アドレス：tozaicho@yahoo.co.jp

ごみの分別方法ダイジェスト版訂正のお願い

ごみの分別方法ダイジェスト版９ページに酒ビン

は「再利用ビン」へと記載していますが、４月から

有名メーカーのビールビンを除いた全てのビンは

「ビン・缶類」に出していただくようになりました

ので訂正をお願いします。
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梅雨の季節を迎え、湿度・気温が高くなり、食中

毒に心配りが必要となります。家族全員で対応しま

しょう。

食中毒予防５つのポイント

①買い物をするときは ☛食材は新鮮な物を選び、

消費期限の日付を確認しましょう

②食べ物を保存するときは ☛冷蔵庫は10℃以下、

冷凍庫はマイナス15℃以下が目安 ただし、冷

蔵庫で細菌が死ぬわけではありません

③料理を始める前に ☛何はともあれ、手を洗い

ましょう

④料理するときは ☛料理の前にキッチンを点検

（残飯・フキン・まな板・包丁・食器）

⑤食事をするときは ☛食卓につく前に、必ず手

を洗いましょう

食中毒菌について

①Ｏ-157などの腸管出血性大腸菌 ☛感染力が非

常に強く、わずかな菌でも体内に入っただけで

発病しますので、家族一人一人が感染を防ぐ方

法を実践しましょう

②ノロウイルスの特徴 ☛かきなど二枚貝は加熱

不十分な状態で食べると感染する恐れがありま

す

防災コーディネーター 渡辺

防災掲示板

みつばちの巣箱づくり

４月28日(土)岩尾勝幸さんの指導でみつばちの

巣箱づくりをおこないました。７名の参加者は昼

から夕方までかかって住みやすそうな立派な巣箱

を完成させました。果たして女王蜂を惹きつける

のは誰の巣箱でしょうか？

採れるみつはどんな味？ ････乞うご期待！

みつばちプロジェクト

さ～実践しましょう！クリーン運動

今年度から、ふるまい向上運動として全町挙げて

取り組みます「おせの背中を魅せよう」として、東

西町では「東西町ピカピカ運動 ～空きかん ごみ

拾いで心もクリーンに～」を展開します。このモデ

ルは長年にわたり万寿会の皆さんが取り組まれてい

る「空き缶・ごみ拾い」です。今後は地区の方全員

で地区内の「～空きかん

ごみ拾い～」を常時実施し、

東西町からポイ捨てごみを

一掃するとともに、将来を

背負う子ども達におせ(大人)

がお手本を示してまいりた

いと思います。

（詳細は６月７日に配布しますチラシでご確認願います）

おせの背中を魅せよう

「東西町ピカピカ運動」準備ｏｋ！

子どもはちゃんと
見ています

東西町放課後児童クラブ関連の予算が町議会で

承認されました。集会所のトイレ・流し・天井照

明・外壁・屋根のひさし部分・雨どいの補修等の

改修工事に入ります。

児童クラブとしての施設の環境整備が進み、子

ども達も、さらに楽しく過ごせると思います。

その子ども達といえば、指導員さんに親しみを

込めて「○ちゃん・△ちゃん」と呼んで元気いっ

ぱいです。

通年の利用は８名で、習い事もあり全員は揃い

ませんが、登級すると宿題が始まり、自然と遊び

に変わっていきます。とても賑やかで、近隣の方々

には大変ご迷惑をおかけしていると思いますが、

みなさん暖かい目で見守って頂き、子ども達も、

のびのびと活動することができます。ご理解あり

がとうございます。

放課後児童クラブだより「れっつごー!!」

坂本町長が児童クラブを見学に来られました

巣箱づくりの様子

完成した巣箱
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会報まち６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@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

コミュニティーホームプロジェクトリーダ 佐藤重明

県の事業として鳥取型地域生活支援システムモデル事業である「地域コミュニティーホーム（地域支え

愛の家）」を県内３ヶ所の地域に構築することが決まっています。この事業は、ご高齢の方々などが住み

慣れた地域で暮らし続けることが出来ることを目指しており、地域住民による運営や空き家利用などによ

り、安価な利用料金で住まいが確保でき、かつ地域コミュニティーとの連携維持ができるホームです。東

西町は町の支援を受け、この事業に参画することになり、このたび設立に向けた企画プロジェクトを立ち

上げました。メンバーは社協や町の健康支援室からも参画いただき、当面７名で推進します。ホーム設立

に向け、難しい課題が山積ですが、具体化に向けて精力的に活動していきますので、皆様のご支援をよろ

しくお願いします。なお、設立後の運営にご尽力頂くヘルパー２級資格取得支援の公募を現在行っていま

す。(〆切は６月８日)

５月18日鳥大の竹川准教授のご紹介で尼崎にある

「グループハウス尼崎」と「ホームホスピス愛逢の

家」を視察しました。

前者は阪神淡路大震災関連のケア付仮設住宅の代

りに建設されたもので、グループハウスとして委託

運営され、入居者は16名、スタッフが24時間常駐し

ています。

ここでの生活は入居者の意志が尊重され、献立も

自分で考えて料理し、食事時間もまちまち、外食も

可、門限無しというアットホームな生活をされてい

ます。そのため会話も弾み、一般の施設に比べ認知

症の進行も遅く、より元気になられるとのことです。

後者は支えあいながら地域で「いのち」を全うす

るというコンセプトで、民家を借りて設立。入居者

は５名(最高齢102歳)、スタッフは昼２名、夜１名

で24時間常駐。施設の改造には地域の人たちから多

額の寄付があったようです。なお、紙面の都合上詳

細は省きますが、今回の視察で得た貴重な情報を参

考に、ホームの具体化を進めたいと思います。

(佐藤重明)

コミュニティーホーム企画プロジェクト立ち上げ

コミュニティーホーム視察研修会報告

活発な質問をする視察参加者

総会でも「いったいいつまで立ち当番をするの

ですか？」という質問が毎年必ず出ていました。

長年の懸案事項であったごみの立ち当番を廃止

する方向で動き出しま

した。次のような段階

(ステップ)を踏んで進

めますので皆様のご協

力をお願いします。

「ごみには家の番地または名前を書きましょう」

ステップ

①各家庭からの分別ごみ(袋)に家の番地または名

前を書きましょう

↓

②分別が分からない時はごみの分別方法ダイジェ

スト版を参考に、収集日は会報等、各自で確認

する習慣をつけましょう

↓

③モデル地区(場所)を選定し、立ち当番なしでの

課題等を拾い出します

↓

④ほとんどの分別ごみ(袋)への家の番地または名

前の記入が出来ましたら立ち当番を廃止したい

と思います

ごみ立ち当番廃止に向けスタート！
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日 曜日 ６月の行事予定表

１ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操/３区福祉会

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

２ 土

ヨ

４区福祉会/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

３ 日 ＜一斉清掃＞

４ 月

５ 火 地域福祉委員会/絵手紙教室/男のクッキング/万ＧＧ

６ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/写真クラブ/ミニテニス/麻雀同好会

７ 木 ミニテニス

８ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ/☀２区サロン

９ 土 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１０ 日 麻雀同好会/低山を登る会/クリーンウォーク―

１１ 月

１２ 火 福祉部会/４区花はなサロン/万ＧＧ(万寿会グラウンドゴルフ)

１３ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１４ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１５ 金
ヨーガ教室/万寿会軽体操

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

１６ 土 わくわくショップ10：30～/子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

１７ 日

１８ 月

１９ 火 万ＧＧ

２０ 水 謡曲(交謡会)/健康フラダンス教室/ミニテニス

２１ 木 ミニテニス

２２ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２３ 土 野菜市9：00～/歩こう会/ソフトバレー

２４ 日 ＜リサイクル＞ (天津運動公園の利用はできません)

２５ 月 うたの会

２６ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２７ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２８ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２９ 金

３０ 土

広報部担当：高柴武司

７月の行事予定
24日(火)～8月12(日)夏休みみんなでラジオ体操【福祉部】

春の一斉清掃【町づくり部】
日時：６月３日(日)

7：50～ラジオ体操

8：00～一斉清掃

班で集まる良い機会ですので、

路上駐車、ごみの記入のこと等、

お互いに住みやすい町づくりに向

けて話し合いの場をもっていただ

けませんか

生涯学習講座紹介

東西町ではいろいろな同好会や

教室が活動をしています。別紙に

24年度東西町生涯学習講座一覧を

つけていますので仲間づくりに生

かしてください

リサイクル【青少年育成会】
日時：６月24日(日)9：00～

回収物：アルミ缶、ダンボール

新聞紙、雑誌
(ビンやスチール缶は回収できません）

搬出場所：指定の集積所又は

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

＊高齢者の方は自宅前道路に出し

ておいてください

わくわくショップ

日時：毎月第３土曜日10:30～11：30

場所：つどい

＊５月から日南町の野菜や米等

も販売しています

＊７月は刃物研ぎをします

(８時～受付)

夏休みみんなでラジオ体操予告

【福祉部】

さ～！待ちにまった夏休みがやっ

てきます みんな一緒にラジオ体操

で、健康な体をつくりましょう

期間：7月24日～8月12日まで

時間：7：00～

☀お世話係を募集します

地区内の３か所で各２名程度

ＣＤをかけていただいたり、子ど

も達を見守ってくださる方のご協

力をお願いします


