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初釜

１月12日(日)

着物の着付けを

阿部栄子さん(1-

1)にしていただ

いた後、松原堯

子さん(1-3)のお

点前でお茶をいただきました。

今年は、抹茶大好きな本間さ

ん母子も参加して10名での初釜

となりました。

リレー書道

１月19日(日)南部町トレーニングセンターで開催

された南部町新春書き初め大会のリレー書道部門に

今年も、東西町から７名が参加しました。

くじで引いた文字は「艶」。大筆を操りながらリ
つ や

レーした平均年令73歳の つや のある７名の参加者
・ ・

は、審査員の先生

方からも絶賛され

るほど見事なバラ

ンスで書き上げま

した。

厳正な審査の結

果、表彰式では、

華麗賞を受けました。

小学生も一緒に参加

東西町バウンスボー

ル講習会開催

１月19日(日)

ふるさと交流セン

ターで開催しまし

た。今までの町大会が、26年度からはソフトバレー

からバウンスボールに代るため、先駆けて講習会

を開催することにしました。

当日は、町のスポーツ推進委員やバウンスボー

ル協会から４名に来ていただき、ルール説明の後、

試合形式で行いました。

柔らかいボールを１バウンドさせて相手コート

に返球するものですが、小学生３年生以下と70歳

以上は、２バウンド内に返球できるということで

小学生から高齢者まで一緒に楽しむことができま

した。講習会終了後には、赤岩神社からいただい

た鏡もちでぜんざいをつくり、25名の参加者全員

でいただきました。

救急蘇生法講習会

１月26日(日)米子消防署南部出張所の３名の消

防士を講師に迎え、心肺蘇生法の手順やＡＥＤの

使用方法について、35名(初参加者16名含む)が受

講しました。

４頁に心肺蘇生

法の手順～もしも

のときの備えに～

を載せていますの

で、どうぞごらん

ください。

６月下旬に開所してから、利用される方々も少し

づつ増えてきました。誕生会、クリスマス会、パン

やケーキ作り、ボランティアフェスティバルのキャッ

プアートの作成等も行っています。近隣の方々の大

正琴の演奏会、ギター・クラリネット演奏会と、皆

様のご協力で開催しています。昼食作りも楽しく笑

いがたえません。

日頃は、皆さん思い

思いに自分なりの過

ごし方をしておられ

ます。一度遊びに来

て下さい。お待ちし

ています。

西町の郷施設長

林原幸子

西町の郷だより
さ と

だんごをみんなでつくりました
～西町の郷～

昨年12月に除雪ボランティアを募集したところ、

３名の方に申し込みをいただきました。

年末の29日に積

雪があったため、

日曜日でしたが、

小杉さんと秋山さ

んに道あけ隊の出

動をお願いしまし

た。ありがとうご

ざいました。

除雪ボランティア・道あけ隊出動

12月29日、除雪・道あけ隊出動

チームワークも抜群

活動の様子

参加者全員が体験しました

試合形式での講習会
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ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ調理室の冷蔵庫を買い替えました

以前使用していた冷蔵庫の冷蔵で、野菜が凍る等

の不具合が生じたため、買い替えをしました。

製氷機能がありますので氷を使われる時は、事前

に水の補給をしてください。

なお、冷蔵庫使用後は、庫内を空にしてお帰りく

ださい。また、長期間にわたる庫内の使用はお断り

していますが、都合上前もって使用される場合は、

事務局までお知らせください。

事務局からのお知らせ

ホース格納箱内の消防ホースを交換しています

秋の一斉清掃で消防ホースが老朽化していると

指摘を受けましたので、早速、１月に地区内の９

箇所 16本を交換しました。残り68本も３年間で順

次交換する予定にしています。

防災掲示板

これからの行事のご案内
スキー＆スノーボード教室

日時：平成26年２月８日(土)
時間 ：11：00出発

帰着 ：18：00(予定)

指導(希望者のみ) ：12：00～17：00

クラス分け：①スキー(初級・中級・上級)

②スノーボード(初級・中級)

③雪遊び(ソリ・雪だるまづくり)

場所 ：大山ますみず高原スキー場

申し込み：申込書が協議会事務所にありますので、

記入し２月３日までに申し込んでくだ

さい。レンタルの申し込みもできます。

問い合わせ：協議会事務局まで

伝達料理教室
「～毎日プラス１皿の野菜料理を！～」

主催：食生活改善推進委員

日時：平成26年２月22日(土)10：00～13：00

場所：東西町コミュニティセンター

参加料：200円

準備品：エプロン、三角巾、マスク、ハンカチ

申し込み：２月14日(金)までに

協議会事務局へ申し込

んでください。

東西町の新成人
おめでとう！（敬称略）

１区２班 中橋由布子
１区６班 村田健太
２区２班 中本愛菜
２区３班 増山智之
２区３班 金森香織

平成25年度 南部町成人式名簿を参考にしています

新成人へ贈る言葉

永遠に生きるがごとく夢を見ろ

今日死んでしまうが如く生きろ
ジェームス・ディーン

東西町放課後児童クラブの児童を募集しています

対象：勤務等により、家庭で児童を保育できないと

認められた小学1年生～小学３年生の児童

場所：東西町集会所

時間：(就労状況によっては 大18：30まで)

①平日の放課後～18：00まで

②土曜日(第１、３土曜日)8：00～

③春・夏・冬の長期休暇(小学４年生まで可)

申し込み：東西町地域振興協議会に申し込み書類が

ありますので、記入の上、

２月７日までに提出をお願い

します。

利用料等詳細につきましては協

議会事務局へご連絡ください。

放課後児童クラブ「れっつごー!！」

入会のお知らせ （敬称略）

＜入居入会＞よろしくお願いします。

３区４班 岡田重敏 東町121-4

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰに車で来られた場合
車は駐車場に入れてください

車でｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰに来られた場合には、集会所前

や事務室前には止めないようにお願いします。

必ず、南又は北側駐車場に停めてください。
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