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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@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

久しぶりのさつき晴れに恵まれた第５回

東西町さつき祭が５月27日に東西町コミュ

ニティセンターで開催されました。

前日の準備は午後１時から実行委員が集

合し、展示室のパネルの組み立ても慣れた

手つきでどんどん進んでいきます。３時に

なると出展される団体の方々が会議で決め

られた場所に作品を展示されます。以前は

作品を集めるのに苦労しましたが、教え・

学びネットワークによりたくさんの作品が

並びました。また、中学校との連携で地域

の中学生の作品や、昨年に続き境矢石遺跡

出土品も展示されました。

本番当日、調理室では日の出とともに屋台村の準備が始まりまし

た。10時になると原会長の挨拶で開会、挨拶が終わる間もなく、野

菜テントにはたくさんのお客さんで対応の区長さんも大忙し。

今年も同好会等による屋台が軒を並べました。チビッコ達は、体

験チャレンジコーナーで大いに楽しんでいました。毎年大好評の杵

つき草餅は、例年より義援金分として50円の加算となりましたが、

次々とつきあがるも、すぐに売り切れとなっていました。

一方、作品展示室では東日本応援かりんとうの販売や、被災地に

贈る巨大オリジナルお守り絵馬の製作をおこない、裏面には、募金をして

いただいた方々の思いを寄せ書きしていただきました。

定着してきた無料送迎のさつき号の利用も年々増加し、特に帰りには野

菜等の荷物と一緒に送ってもらえると大変喜んでいただいているようです。

今後も、教え・学びの絆をさらに深めて町づくりに取り組みたいとの想

いを強くした「さつき祭」でした。

みなさまから義援金として

お預かりした内訳は次のとお

りです。

もち売り上げ一部(6,100円)

ポップコーン売り上げ全額(3,400円)

福引き抽選会参加料(3,000円)

プラ板ストラップ(1,350円)・一般募金(17,266円)

総計：31,116円となりました。ご協力ありがとうございました。

第５回東西町さつき祭
～チャレンジ東西町 教え・学びの絆を深めて町づくり～

会場一杯に展示された数々の作品

野菜売りも大好評

さつき祭でのプラ板ストラップの参加料に一部誤りがあったようです。申し訳ありませんでした。

多くいただいた参加料1,350円は義援金とさせていただきたいとおもいます。

巨大絵馬製作の中心となっ
た遊友くらぶ員

紙でつくるおもちゃ
トコトコに夢中なん

シャボン玉
上手くできたかななん
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日 曜日 ７月の行事予定表
１ 日

２ 月

３ 火 絵手紙教室/男のクッキング/万ＧＧ

４ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/麻雀同好会/ミニテニス

５ 木 ミニテニス

６ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室

７ 土 銭太鼓/ソフトバレー

８ 日 低山を登る会/クリーンウオーク

９ 月

１０ 火 七夕祭り(福祉部)/万ＧＧ/子ども会役員会

１１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１２ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１３ 金
料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

１４ 土 野菜市9：00～/☀1区サロン/そばの会/夏祭り全体会議/バレー

１５ 日 麻雀同好会

１６ 月 ゴルフ同好会(喜楽会)

１７ 火 万ＧＧ

１８ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

１９ 木 ミニテニス

２０ 金
運営委員会/万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙・乾・蛍

２１ 土 わくわくショップ10：30～/役員研修会/銭太鼓/ソフトバレー

２２ 日

２３ 月 うたの会

２４ 火 ＜夏休みラジオ体操開始＞/ハンドメイド/万ＧＧ/☀4区サロン

２５ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２６ 木 あみもの同好会/国保切り替え/ミニテニス

２７ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２８ 土 野菜市9：00～/歩こう会/ソフトバレー

２９ 日

３０ 月

３１ 火 福祉委員会/万ＧＧ

広報部担当：国本雄二

８月の行事予定
14日(火) 夏祭り【人づくり部+実行委員会】

16日(木) 仏様送り【町づくり部】

19日(日) 青少年納涼会【青少年育成会】

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

＊日南町野菜、蒜山豆腐、境港

から魚屋さんも来ています

＊７月は刃物研ぎをします

(受付時間８時から)

夏休みみんなでラジオ体操の開催

【福祉部】

みんなで一緒にラジオ体操を行い、

健康な心身をつくりましょう

期間：7月24日～8月12日まで

時間：7：00～

場所：地区内の３か所

参加場所で全員にラジオ体操カー

ドをお渡しいたします。詳細は回

覧でお知らせします

行事予定表について

団体の予定につきましては日程が変更に

なる場合もあります

日程の変更と訂正について
○秋の一斉清掃の変更

選挙のため10月14日の予定を10

月21日に変更します

○敬老会日程の訂正

総会の議案書では、９月25日と

なっていますが、正しくは９月

23日(日)です
お詫びして訂正いたします

放置自転車

青色の子ども用自転車がｺﾐュﾆﾃィ

ｾﾝﾀｰに放置してあります。お心当

たりの方は振興協議会までご連絡

ください。

７月末に

は処分し

ます。

東西町夏祭り開催
【人づくり部＋実行員会】

ふる里東西町の熱い夏祭りです

日時：８月14(火)午後６時開会

場所：天津運動公園

出演者募集！

カラオケ、踊り……等10分程度

出演希望の方は７月10日までに協

議会までお知らせください

８月の活動予定に変更のある

団体は早目にお知らせください
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ごみに番地又は記名することについて・・・

プライバシーについては充分配慮をして対応して

いきましょう。(分別がきちんとなされていれば中身

を確認することは致しませ

んので、みなさんのご理解

をお願いします。)

先月も誤って出されたも

のが残っていましたが、記

入がしてあったため、立ち

当番さんの対応も容易にな

りました。

さつき祭で製作し、裏面には募金された方々が寄

せ書きされた東西町オリジナル巨大絵馬を6月12日

に赤猪岩神社でご祈祷していただきました。

これを協議会副会長の長谷川忠実さんご夫婦によっ

て、さつき祭でお預かりした義援金やみなさんの復

興への願いと一緒に７月中に直接、南三陸町役場に

届けていただくことにしています。

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜退会＞お世話になりました。

２区４班 佐藤 豊 東町78番地

３区３班 野々村恒則 東町239番地

巨大絵馬と義援金を贈ります

今回は３区１班 重親さんに登場いただきました。

昭和46年７月に入居され、居住

年数41年、昨年はご家族で入居40

周年のお祝いをされたそうです。

東西町に入居されたきっかけは？

米子ニュータウンのことを知り、子供が小学校に

上がる前にと思っていたので入居しました。

入居時にご苦労されたことは？

当時のバス停は峰・古市で、つくし保育園へは峰

からバスを利用して通園しました。うちの子が東西

町からの入園児第１号ですかね。(３か月後、ニュー

タウンバス停完成)その時の道路は赤土で雨降り時

は悪路となりました。通勤する際に、タイヤがわだ

ちにはまり込み、すべって動けなくなって会社に遅

刻したことを思い出します。

東西町での一番の思い出は？

昭和51年８月14日に米子縫製の駐車場(現在のマ

ンション敷地内)で開催された境部落と合同の第１

回夏祭り“のど自慢”で優勝しました。優勝賞品で

いただいたサンゴは現在も床の間に飾っています。

東西町に住んで良かったところは？

やはり緑がたくさんあることです。入居当時は地

区内でほたるを見る事ができました。

現在は『そば打ち同好会』に参加され、普段はご

夫婦で家庭菜園や花作りにいそしんでおられるとの

ことでした。

※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。

みなさんの思いでいっぱいになっ
た絵馬の裏面

新シリーズ開始

～東西町のなかまたち～

ごみの立ち当番廃止に向けてスタートしています

ほとんどのごみに記入が
してあります

鳥取県代表で発表しました

６月16日に岡山市で開催されました、警察庁主催

の中四国防犯ボ

ランティアフォー

ラムで鳥取県の

代表として東西

町の取組みを原

会長、渡辺防災

コーディネーター

が発表しました。

防犯ボランティアフォーラムで発表

廃ローソクのお礼

廃ローソクを募集したところ、たくさんのロー

ソクを持参いただきました。ご協力ありがとうご

ざいました。夏祭り終了帰宅時の足元の明かり等

として利用したいと考えています。

協議会事務所
内入口に飾っ
ています

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

発表の題目：自分たちで守る、
自分たちの愛する町
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学校ではプールもはじまり、ますま

す元気な子ども達！！汗びっしょりに

なりながら「おやつ まだ～？」と声

がします。

○6/14：1区高台登り口に自

生のささゆりが咲いていま

した

○6/15：日本みつばちの巣離

れを見る事ができました

○6/22：鬼ヤンマ(トンボ)を

見かけました

水難事故防止

毎年８月にかけて子ども達の水の事故が多く発生

しています。水辺である、小川・堤・用水路が身近

なところにあります。危険性について家族で話し合っ

てみましょう。

☀気をつけよう水の事故

１．遊びに行くときは、家の人に行き先を言い

ましょう

２．川や池・堤などには大人の人と一緒に行き

ましょう

３．フェンスの張ってある場所ではフェンスの中

に入ってはいけません

☀川や海で多い水難事故の注意事項

１．川では上流の天候やダムの放流などで増水す

ることがあります

２．深みにはまって溺れる危険性を知っておきま

しょう

３．海では離岸流（沖へ流れるとても速い潮の流

れ）や海流の変化に注意しましょう

(防災コーディネーター：渡辺)

６月18日より町立図書館の本が協議会隣のつどい

の隅に約200冊置かれ、皆さんに貸し出し出来るよ

うになりました。

貸出要項は次の通りです

①貸出冊数：１人５冊以内

②貸出期間：２週間

③町の図書利用カードは要

りません

④協議会図書貸出簿に記入

して借りてください

＊２か月毎に本の入替があります

＊入口は協議会事務所です

春の一斉清掃

６月３日に春の一斉

清掃が無事終了いたし

ました。きれいな町づ

くりにご協力ありがと

うございました。ラジ

オ体操も314名の方に参

加いただきました。

休憩ベンチの塗装

一斉清掃終了後、部員

で道路わきに設置してあ

るベンチの塗り直しを行

いました。

不在地主草刈り管理業務

不在地主の方へ草刈り

後の写真を郵送する等の

管理業務も行っています。

写真は町づくり部副部

長の平新治行さん

配本ステーションをご利用ください

自然いっぱいの東西町

防災掲示板 町づくり部頑張っています

写真郵送の作業中です

赤からグリーンへ

４区１班ラジオ体操風景

去る６月14日に行われた南部町老人クラブ連合会

スポーツ大会のカ

ローリングの部で、

なみいる強豪を押

さえて東西町第一

万寿会が、初めて

の優勝をしました。

これも、日頃の

練習の賜物と思っ

ております。

東西町第一万寿会優勝！

東西町精鋭の選手のみなさん

自生のささゆり

東西町放課後児童クラブ れっつごー！
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☀気をつけよう水の事故

１．遊びに行くときは、家の人に行き先を言い

ましょう

２．川や池・堤などには大人の人と一緒に行き

ましょう

３．フェンスの張ってある場所ではフェンスの中

に入ってはいけません

☀川や海で多い水難事故の注意事項

１．川では上流の天候やダムの放流などで増水す

ることがあります

２．深みにはまって溺れる危険性を知っておきま

しょう

３．海では離岸流（沖へ流れるとても速い潮の流

れ）や海流の変化に注意しましょう

(防災コーディネーター：渡辺)

６月18日より町立図書館の本が協議会隣のつどい

の隅に約200冊置かれ、皆さんに貸し出し出来るよ

うになりました。

貸出要項は次の通りです

①貸出冊数：１人５冊以内

②貸出期間：２週間

③町の図書利用カードは要

りません

④協議会図書貸出簿に記入

して借りてください

＊２か月毎に本の入替があります

＊入口は協議会事務所です

春の一斉清掃

６月３日に春の一斉

清掃が無事終了いたし

ました。きれいな町づ

くりにご協力ありがと

うございました。ラジ

オ体操も314名の方に参

加いただきました。

休憩ベンチの塗装

一斉清掃終了後、部員

で道路わきに設置してあ

るベンチの塗り直しを行

いました。

不在地主草刈り管理業務

不在地主の方へ草刈り

後の写真を郵送する等の

管理業務も行っています。

写真は町づくり部副部

長の平新治行さん

配本ステーションをご利用ください

自然いっぱいの東西町

防災掲示板 町づくり部頑張っています

写真郵送の作業中です

赤からグリーンへ

４区１班ラジオ体操風景

去る６月14日に行われた南部町老人クラブ連合会

スポーツ大会のカ

ローリングの部で、

なみいる強豪を押

さえて東西町第一

万寿会が、初めて

の優勝をしました。

これも、日頃の

練習の賜物と思っ

ております。

東西町第一万寿会優勝！

東西町精鋭の選手のみなさん

自生のささゆり

東西町放課後児童クラブ れっつごー！
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久しぶりのさつき晴れに恵まれた第５回

東西町さつき祭が５月27日に東西町コミュ

ニティセンターで開催されました。

前日の準備は午後１時から実行委員が集

合し、展示室のパネルの組み立ても慣れた

手つきでどんどん進んでいきます。３時に

なると出展される団体の方々が会議で決め

られた場所に作品を展示されます。以前は

作品を集めるのに苦労しましたが、教え・

学びネットワークによりたくさんの作品が

並びました。また、中学校との連携で地域

の中学生の作品や、昨年に続き境矢石遺跡

出土品も展示されました。

本番当日、調理室では日の出とともに屋台村の準備が始まりまし

た。10時になると原会長の挨拶で開会、挨拶が終わる間もなく、野

菜テントにはたくさんのお客さんで対応の区長さんも大忙し。

今年も同好会等による屋台が軒を並べました。チビッコ達は、体

験チャレンジコーナーで大いに楽しんでいました。毎年大好評の杵

つき草餅は、例年より義援金分として50円の加算となりましたが、

次々とつきあがるも、すぐに売り切れとなっていました。

一方、作品展示室では東日本応援かりんとうの販売や、被災地に

贈る巨大オリジナルお守り絵馬の製作をおこない、裏面には、募金をして

いただいた方々の思いを寄せ書きしていただきました。

定着してきた無料送迎のさつき号の利用も年々増加し、特に帰りには野

菜等の荷物と一緒に送ってもらえると大変喜んでいただいているようです。

今後も、教え・学びの絆をさらに深めて町づくりに取り組みたいとの想

いを強くした「さつき祭」でした。

みなさまから義援金として

お預かりした内訳は次のとお

りです。

もち売り上げ一部(6,100円)

ポップコーン売り上げ全額(3,400円)

福引き抽選会参加料(3,000円)

プラ板ストラップ(1,350円)・一般募金(17,266円)

総計：31,116円となりました。ご協力ありがとうございました。

第５回東西町さつき祭
～チャレンジ東西町 教え・学びの絆を深めて町づくり～

会場一杯に展示された数々の作品

野菜売りも大好評

さつき祭でのプラ板ストラップの参加料に一部誤りがあったようです。申し訳ありませんでした。

多くいただいた参加料1,350円は義援金とさせていただきたいとおもいます。

巨大絵馬製作の中心となっ
た遊友くらぶ員

紙でつくるおもちゃ
トコトコに夢中なん

シャボン玉
上手くできたかななん
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日 曜日 ７月の行事予定表
１ 日

２ 月

３ 火 絵手紙教室/男のクッキング/万ＧＧ

４ 水 謡曲(交謡会)/写真クラブ/フラダンス/麻雀同好会/ミニテニス

５ 木 ミニテニス

６ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室

７ 土 銭太鼓/ソフトバレー

８ 日 低山を登る会/クリーンウオーク

９ 月

１０ 火 七夕祭り(福祉部)/万ＧＧ/子ども会役員会

１１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

１２ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１３ 金
料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室/笑いヨガ

＊【発泡・プラ類】ビン、缶

１４ 土 野菜市9：00～/☀1区サロン/そばの会/夏祭り全体会議/バレー

１５ 日 麻雀同好会

１６ 月 ゴルフ同好会(喜楽会)

１７ 火 万ＧＧ

１８ 水 謡曲(交謡会)/フラダンス/ミニテニス

１９ 木 ミニテニス

２０ 金
運営委員会/万寿会軽体操/ヨーガ教室

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙・乾・蛍

２１ 土 わくわくショップ10：30～/役員研修会/銭太鼓/ソフトバレー

２２ 日

２３ 月 うたの会

２４ 火 ＜夏休みラジオ体操開始＞/ハンドメイド/万ＧＧ/☀4区サロン

２５ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２６ 木 あみもの同好会/国保切り替え/ミニテニス

２７ 金 料理の会(たのしいかい)/ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２８ 土 野菜市9：00～/歩こう会/ソフトバレー

２９ 日

３０ 月

３１ 火 福祉委員会/万ＧＧ

広報部担当：国本雄二

８月の行事予定
14日(火) 夏祭り【人づくり部+実行委員会】

16日(木) 仏様送り【町づくり部】

19日(日) 青少年納涼会【青少年育成会】

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

＊日南町野菜、蒜山豆腐、境港

から魚屋さんも来ています

＊７月は刃物研ぎをします

(受付時間８時から)

夏休みみんなでラジオ体操の開催

【福祉部】

みんなで一緒にラジオ体操を行い、

健康な心身をつくりましょう

期間：7月24日～8月12日まで

時間：7：00～

場所：地区内の３か所

参加場所で全員にラジオ体操カー

ドをお渡しいたします。詳細は回

覧でお知らせします

行事予定表について

団体の予定につきましては日程が変更に

なる場合もあります

日程の変更と訂正について
○秋の一斉清掃の変更

選挙のため10月14日の予定を10

月21日に変更します

○敬老会日程の訂正

総会の議案書では、９月25日と

なっていますが、正しくは９月

23日(日)です
お詫びして訂正いたします

放置自転車

青色の子ども用自転車がｺﾐュﾆﾃィ

ｾﾝﾀｰに放置してあります。お心当

たりの方は振興協議会までご連絡

ください。

７月末に

は処分し

ます。

東西町夏祭り開催
【人づくり部＋実行員会】

ふる里東西町の熱い夏祭りです

日時：８月14(火)午後６時開会

場所：天津運動公園

出演者募集！

カラオケ、踊り……等10分程度

出演希望の方は７月10日までに協

議会までお知らせください

８月の活動予定に変更のある

団体は早目にお知らせください


