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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

梅雨の晴れ間の7月10日、福祉部主催の「七夕

祭り」が行われました。

会場には、前日取ってきた笹が、皆さんの願

い事を待ち構えていました。

準備体操をした後、楽しいゲームが始まりま

した。右を向いたり、左を向いたり、あちらこ

ちらから笑い声や楽しい声が聞こえます。おい

しいお弁当をいただき、ビンゴゲームで盛り上

がり、お手製の入れ物に入ったお菓子をお

土産に・・・。

楽しい時間は、あっという間です。

大勢の方に参加していただき、役員

一同とても喜んでいます。

今後も、楽しんでもらえる行事を

企画しますので、楽しみにしてくださ

いね。 ３区３班 土江佳子

七 夕 祭 り 開 催

・・・夏だ！夏休みだ！ラジオ体操だ！み～んなで

一緒にラジオ体操をしましょう。

７月24日～８月12日 毎朝７時から地区内の３か

所で開催しています。

夏休み みんなでラジオ体操開催中

全員参加のゲーム

七夕飾りのたんざくに
お願いするのは・・・

夏休みに開かれています「なんぶっ子夏休み塾」

が今年度は東西町コミュニティセンターでも開催さ

れることになりました。

今年で夏休み塾は４年目となりますが、昨年まで

は場所がプラザ西伯などの為、東西町からの参加は

不便でした。今年度から放課後児童クラブが開級さ

れたのに伴い、東西町に会場が設置されたものです。

４日間開催され、学習指導は地域の学生や住民の

みなさんにお願いしました。みんなと一緒に涼しい

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰで宿題もはかどったようです。

なんぶっ子夏休み塾を東西町でも開催

夏休み塾風景

１区

２区・３区

４区
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日 曜日 ８月の行事予定表
１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２ 木 ミニテニス

３ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

４ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

５ 日 クリーンウオーク

６ 月

７ 火 絵手紙教室/男のクッキング/万ＧＧ

８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

９ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１０ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

１１ 土 ＜踊り練習会＞ 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１２ 日 低山を登る会

１３ 月

１４ 火 ＜夏祭り＞

１５ 水
健康フラダンス教

１６ 木 ＜仏様送り＞ ミニテニス

１７ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室/麻雀同好会

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

１８ 土 ＜食育教育：子どもクッキング＞子ども銭太鼓/ソフトバレー

１９ 日 ＜青少年納涼会＞ 麻雀同好会

２０ 月

２１ 火 万ＧＧ

２２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２３ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２４ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２５ 土 野菜市9：00～/歩こう会/ソフトバレー

２６ 日

２７ 月 うたの会

２８ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２９ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

３０ 木 ミニテニス

３１ 金

広報部

９月の行事予定
1日(土)防災避難訓練【町づくり部】

29日(土)健康ウオーキング【福祉部：健康増進委員】

30日(日)天津運動公園整備【人づくり部】

30日(日)地域防災体制ワークショップ

夏祭り【実行委員会】
日時：８月14日(火)午後６時開会

場所：天津運動公園

(雨天時：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ)

○とみくじ券を18：00～19：30

(先着600枚)受付で配布します

○駐車場利用券を発行します

当日、歩行で来場が困難な方へ、

8月10日までに協議会へお越し

ください

○夏祭り当日のボランティアを募

集しています

準備：男性は朝７時から

女性は午後1時から
ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰに集

合してください

踊り練習会

「南部まいちょこ音頭」

日時：8月11日(土)

20：00～21：00

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

仏様送り【町づくり部】
日時：８月16日(木)

受付：15：00～

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

詳細は後日回覧でご

覧ください

わくわくショップ

８月は休みます

青少年納涼会

【青少年育成会】

誰でも参加できますよ！小学生以下のチ

ビッコは家の人と来てね！

日時：８月19日(日)

14：00～21：00

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ、

天津運動公園

夕食づくり～お楽しみ会～花火大会

申込み：8月10日までに、子ども

会役員又は協議会まで申し込んで

ください

８月13日～15日は
夏祭り関係業務のため、事務所は休みます
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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

今回は３区５班 野津正成さ

んに登場していただきました。

昭和46年10月に入居し、早い

もので41年になりました。

入居したきっかけは？

関東から28歳の時に兄の勧めで東西町の建売住宅

を購入、たしか９軒目の入居だったと思います。引っ

越しの時には岡野さんに大変お世話になりました。

昔の思い出は？

ニュータウンジャガーズという野球チームがあり、

試合後にはみんなで飲んだ楽しい思い出があります。

子どもが小学生の頃は、東西町だけで130人くら

いいたと思います。始発の貸し切りバス１台では乗

りきれず、路線バスも使って西伯小学校に通学して

いました。

趣味等をお聞かせください

入居してから今日までお陰様で大過なく過ごすこ

とができました。３年前に退職したので万寿会に入

会しました。普段は野球が好きで国内外の試合をテ

レビで観戦しています。ちなみに巨人ファンです。

月１回の麻雀同好会に親睦を兼ねて頭の体操のた

め参加しています。

３年前には区長として協議会活動にご協力いただ

きました。現在は奥さんとお二人暮らし、これから

も向う三軒両隣の付き合いを大切に過ごしていきた

いと話しておられました。

東西町のなかまたち part３

夏真っ盛り「熱中症にならないために」

○体調を整える➡➡睡眠不足や風邪気味など体調の

悪いときは暑い日中の外出は控えましょう

○服装に注意➡➡通気性の良い服装で、外出時には

帽子をかぶりましょう

○こまめに水分補給➡➡「のどの渇き」を感じたと

きはかなりの水分不足です。定期的に水分を補給

しましょう

○年齢も考慮に入れて➡➡高齢者は熱中症になりや

すいと言われています

花火で安全に遊ぶポイント

☆風の強い日の花火はやめましょう

☆燃えやすいものがなく、広くて安全な場所で行い

ましょう

☆子供だけでなく大人と一緒にしましょう

☆説明書をよく読み、注意事項を必ず守りましょう

☆水バケツを準備し、遊び終わった花火は必ず水に

つけましょう

防災掲示板

南部町ふるさとガイドの会西伯北ブロックの方が

中心となって旧大国・天津地区の

名所旧蹟を丁寧に調べ上げられた

ふるさとガイドブックが発刊され、

協議会事務所に寄贈いただきまし

た。ご覧になりたい方は協議会事

務所へお寄り下さい。

ふるさとガイドブック

をご覧になりませんか

７月13日に開かれた米子地区防犯協議会総会にお

いて「多年にわたる犯罪防止活動などの自主防犯活

動で地域の安全に多大な貢献があった」と、手間山

地域振興協議会と共に感謝状をいただきました。

長年にわたる青少年育成会や中学育成会による夏

休み夜間パトロールや青パト

防犯パトロール等が評価され

たものです。

皆さんのご協力に感謝申し

上げます。

感謝状をいただきました 南部町の振興協議会が発足してから丸５年経過し

たのを捉え、町内７振興協議会の役員及び事務局を

対象に合計３回にわたって地域づくり講座が開催さ

れ、長年地域づくりを研究、

実践されてきた講師先生方３

名の講演を聞きました。東西

町からも役員のみなさんと事

務局が受講しました。

地域づくり講座を受講
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防犯灯の球切れや修理について

東西町には123本の防犯灯があり、東西町振興協

議会で管理を行っています。球切れなどの連絡を班

長さんから受けると業者(境、田子電化サービス)へ

交換や修理の連絡をします。一般的に業者に依頼し

た時の作業料は高額のようですが、田子電化サービ

スさんは近隣でもあり良心的な価格でお世話になっ

ています。出来るだけ早く対応していただくように

お願いしていますが、都合で多少の作業の遅れが出

ることに対して、ご理解をお願いいたします。

ごみの分別・包装・不法投棄について

①新聞広告が「ざつがみ」として出ていることがあ

ります。ざつがみではありません。新聞として出

してください。

②簡易な包装でお願いします

ざつがみ・新聞紙・雑誌等は積込み時に中身の確

認をされます。中身が確認できるような簡易な包

装で搬出してください。

③不法投棄となります

１区３班のごみ集積所にダンボー

ル箱が投げ込んでありました。

防犯パトロールを行っています

ボランティアの方々が順番で地区内のパトロール

を行っています。暖かい声掛けをお願いします。

＊パトロール隊員を募集しています。都合のつく

時間で30分程度、地区内のパトロールを行っていた

だける方は協議会までご連絡ください。

夏の夜間パトロールも行っています

青少年育成会は中学生の保護者と連携して夜間パ

トロールを行っています。

事務局よりお知らせ・お願い

７月の初旬の日中に東西町で空き巣被害が発生し

ました。昨年の11月にも深夜、施錠されていない場

所からの浸入盗が発生しました。パトロールや文書

等でも施錠の呼びかけを行っていましたが、残念な

ことに今回も施錠されていない場所からの空き巣被

害が出ました。とにかく僅かな時間であっても施錠

をしてください。 少しでもおかしいな！と思う事

があれば協議会へお知らせください。

空き巣被害が発生しました

「お楽しみ親睦会に参加して」

子ども会のお楽しみ会と保護者の親睦をかねて、

ボウリングと焼肉バイキングに行きました。70名を

こえる参加者がありバス３台で出発しました。ボウ

リングでは、各レーンから沸き上がる歓声。バイキ

ングでは、思い思いの食べ物をお皿に取り、大いに

食べ、そして飲み、盛り上がりました。日頃、外で

あまり子どもの姿を見かけないですが、たくさんの

子ども達がいるんですよね。東西町の次世代を担っ

てもらうためにも、この子ども達が行事を通して東

西町に愛着を持ってく

れるといいなと思いま

す。役員の皆さんお世

話になりました。

３-２ 本間隆之

子ども会お楽しみ会

７月22日に島根原子力館に視

察研修に行きました。昨今、電力

事情が話題になっている中、原子

力発電のしくみや非常時の対策等

の説明を受けました。参加のみなさんから、説明に

対して予定時間を大幅に超過するほど熱心な質問が

でていました。

次に向かったのは出雲市平田地区です。江戸時代

から明治時代にかけて雲州木綿の市場町として栄え

切妻妻入塗壁造りの残る古い町並みを「木綿街道」
きりつまつまいりぬりかべ も め ん か い ど う

として地元の55歳以上中高年

企業組合のみなさん達がＮＰ

Ｏを立ちあげ、歴史や伝統文

化の伝承を町おこしに繋げて

活動されていました。

役員研修会

ナイス！ ストライク？
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ごみの分別・包装・不法投棄について

①新聞広告が「ざつがみ」として出ていることがあ

ります。ざつがみではありません。新聞として出

してください。

②簡易な包装でお願いします

ざつがみ・新聞紙・雑誌等は積込み時に中身の確

認をされます。中身が確認できるような簡易な包

装で搬出してください。

③不法投棄となります

１区３班のごみ集積所にダンボー

ル箱が投げ込んでありました。

防犯パトロールを行っています

ボランティアの方々が順番で地区内のパトロール

を行っています。暖かい声掛けをお願いします。

＊パトロール隊員を募集しています。都合のつく

時間で30分程度、地区内のパトロールを行っていた

だける方は協議会までご連絡ください。

夏の夜間パトロールも行っています

青少年育成会は中学生の保護者と連携して夜間パ

トロールを行っています。

事務局よりお知らせ・お願い

７月の初旬の日中に東西町で空き巣被害が発生し

ました。昨年の11月にも深夜、施錠されていない場

所からの浸入盗が発生しました。パトロールや文書

等でも施錠の呼びかけを行っていましたが、残念な

ことに今回も施錠されていない場所からの空き巣被

害が出ました。とにかく僅かな時間であっても施錠

をしてください。 少しでもおかしいな！と思う事

があれば協議会へお知らせください。

空き巣被害が発生しました

「お楽しみ親睦会に参加して」

子ども会のお楽しみ会と保護者の親睦をかねて、

ボウリングと焼肉バイキングに行きました。70名を

こえる参加者がありバス３台で出発しました。ボウ

リングでは、各レーンから沸き上がる歓声。バイキ

ングでは、思い思いの食べ物をお皿に取り、大いに

食べ、そして飲み、盛り上がりました。日頃、外で

あまり子どもの姿を見かけないですが、たくさんの

子ども達がいるんですよね。東西町の次世代を担っ

てもらうためにも、この子ども達が行事を通して東

西町に愛着を持ってく

れるといいなと思いま

す。役員の皆さんお世

話になりました。

３-２ 本間隆之

子ども会お楽しみ会

７月22日に島根原子力館に視

察研修に行きました。昨今、電力

事情が話題になっている中、原子

力発電のしくみや非常時の対策等

の説明を受けました。参加のみなさんから、説明に

対して予定時間を大幅に超過するほど熱心な質問が

でていました。

次に向かったのは出雲市平田地区です。江戸時代

から明治時代にかけて雲州木綿の市場町として栄え

切妻妻入塗壁造りの残る古い町並みを「木綿街道」
きりつまつまいりぬりかべ も め ん か い ど う

として地元の55歳以上中高年

企業組合のみなさん達がＮＰ

Ｏを立ちあげ、歴史や伝統文

化の伝承を町おこしに繋げて

活動されていました。

役員研修会

ナイス！ ストライク？
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梅雨の晴れ間の7月10日、福祉部主催の「七夕

祭り」が行われました。

会場には、前日取ってきた笹が、皆さんの願

い事を待ち構えていました。

準備体操をした後、楽しいゲームが始まりま

した。右を向いたり、左を向いたり、あちらこ

ちらから笑い声や楽しい声が聞こえます。おい

しいお弁当をいただき、ビンゴゲームで盛り上

がり、お手製の入れ物に入ったお菓子をお

土産に・・・。

楽しい時間は、あっという間です。

大勢の方に参加していただき、役員

一同とても喜んでいます。

今後も、楽しんでもらえる行事を

企画しますので、楽しみにしてくださ

いね。 ３区３班 土江佳子

七 夕 祭 り 開 催

・・・夏だ！夏休みだ！ラジオ体操だ！み～んなで

一緒にラジオ体操をしましょう。

７月24日～８月12日 毎朝７時から地区内の３か

所で開催しています。

夏休み みんなでラジオ体操開催中

全員参加のゲーム

七夕飾りのたんざくに
お願いするのは・・・

夏休みに開かれています「なんぶっ子夏休み塾」

が今年度は東西町コミュニティセンターでも開催さ

れることになりました。

今年で夏休み塾は４年目となりますが、昨年まで

は場所がプラザ西伯などの為、東西町からの参加は

不便でした。今年度から放課後児童クラブが開級さ

れたのに伴い、東西町に会場が設置されたものです。

４日間開催され、学習指導は地域の学生や住民の

みなさんにお願いしました。みんなと一緒に涼しい

ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰで宿題もはかどったようです。

なんぶっ子夏休み塾を東西町でも開催

夏休み塾風景

１区

２区・３区

４区
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日 曜日 ８月の行事予定表
１ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２ 木 ミニテニス

３ 金 万寿会軽体操/ヨーガ教室 ＊【発泡・プラ類】ビン、缶

４ 土 子ども銭太鼓同好会/ソフトバレー

５ 日 クリーンウオーク

６ 月

７ 火 絵手紙教室/男のクッキング/万ＧＧ

８ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

９ 木 あみもの同好会/ミニテニス

１０ 金 ヨーガ教室/笑いヨガ

１１ 土 ＜踊り練習会＞ 野菜市9：00～/そばの会/ソフトバレー

１２ 日 低山を登る会

１３ 月

１４ 火 ＜夏祭り＞

１５ 水
健康フラダンス教

１６ 木 ＜仏様送り＞ ミニテニス

１７ 金
万寿会軽体操/ヨーガ教室/麻雀同好会

＊【発泡・プラ類・ざつがみ】再ビン・ペットＢ・古紙

１８ 土 ＜食育教育：子どもクッキング＞子ども銭太鼓/ソフトバレー

１９ 日 ＜青少年納涼会＞ 麻雀同好会

２０ 月

２１ 火 万ＧＧ

２２ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

２３ 木 あみもの同好会/ミニテニス

２４ 金 ヨーガ教室 ＊不燃ごみ

２５ 土 野菜市9：00～/歩こう会/ソフトバレー

２６ 日

２７ 月 うたの会

２８ 火 ハンドメイドクラブ/万ＧＧ

２９ 水 健康フラダンス教室/ミニテニス

３０ 木 ミニテニス

３１ 金

広報部

９月の行事予定
1日(土)防災避難訓練【町づくり部】

29日(土)健康ウオーキング【福祉部：健康増進委員】

30日(日)天津運動公園整備【人づくり部】

30日(日)地域防災体制ワークショップ

夏祭り【実行委員会】
日時：８月14日(火)午後６時開会

場所：天津運動公園

(雨天時：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ)

○とみくじ券を18：00～19：30

(先着600枚)受付で配布します

○駐車場利用券を発行します

当日、歩行で来場が困難な方へ、

8月10日までに協議会へお越し

ください

○夏祭り当日のボランティアを募

集しています

準備：男性は朝７時から

女性は午後1時から
ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰに集

合してください

踊り練習会

「南部まいちょこ音頭」

日時：8月11日(土)

20：00～21：00

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

仏様送り【町づくり部】
日時：８月16日(木)

受付：15：00～

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ

詳細は後日回覧でご

覧ください

わくわくショップ

８月は休みます

青少年納涼会

【青少年育成会】

誰でも参加できますよ！小学生以下のチ

ビッコは家の人と来てね！

日時：８月19日(日)

14：00～21：00

場所：ｺﾐュﾆﾃィｾﾝﾀｰ、

天津運動公園

夕食づくり～お楽しみ会～花火大会

申込み：8月10日までに、子ども

会役員又は協議会まで申し込んで

ください

８月13日～15日は
夏祭り関係業務のため、事務所は休みます


