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会報まち８月
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

東西町の夏の風物詩となった夏休み み

んなでラジオ体操は、平成20年から協議

会が中心となって開催してきました。

今年は、10回記念として７月30日(日)

に、ラジオ体操後にソーメン流しを行な

いました。

会場は、大山を望む西町バス停裏の中

央道です。普段歩くのも大変な坂道が、

ソーメン流しにとっては絶好のスロープと

なります。

前日竹の下準備やめんつゆづくりを行ない、当日は日が昇る

前から女子部員はコミセンで約150人前のソーメンをゆで、男子

部員は、道路の中央に竹で一筋の流れを完成させました。その

長さなんと45メートル。

セッティングが完成した頃から、会場には約120名程の参加者

が集合し、原会長の挨拶が終わると、全員でラジオ体操第一、

第二を行ないました。スタンプ押しを終えると、それぞれがはし

とめんつゆの入ったカップを持って、竹の前でスタンバイし、合

図でソーメン流しが始まりました。

時折、ソーメンの合間に流れてくるさくらん

ぼや小梅、ぶどう等をうまくキャッチすると

笑顔が溢れていました。

人づくり部の皆さんお疲れ様でした。また、

近隣の方々のご理解とご協力に感謝申し上げま

す。

夏休み みんなでラジオ体操と第10回記念 そーめん流し

７月19日に南部町建設課により、前回(５月12日)の説明会で出た意見や要望を受けて、新運動公園整備

計画の説明会が開催され24名が参加されました。

今回の説明であった主な点は次のとおりです。

①国道側に防球ネット(高さ５ｍ)を設置する

②進入路は５ｍに拡幅し、1.5ｍ巾の歩道も作る

③水路側へガードレールを設置する

④東屋、バスケットゴール、テニス壁打を設置する

⑤今年度の東西町運動会(10月1日)が開催できるように、グラウンド面の整備をする

⑥運動公園の整備は、29年度に行ない、進入路工事は30年度～31年度に分けて行なう

新運動公園の整備計画が決定したことに伴い、公園の名称を募集します。

募集要項等は次号の会報「まち」９月号及び回覧でお知らせします。

新運動公園整備計画説明会

合同で行ない圧巻のラジオ体操になりました

流す担当は大忙し

満足そうな顔 流れるソーメンに集中！

日 曜日 ８月の予定表
1 火 ＜子供絵画教室＞　絵手紙/男のクッキング

2 水 地域福祉委員会/マージャン

3 木 万寿会軽体操/習字

4 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

5 土 安否確認協力委員会/銭太鼓、ソフトバレー

6 日 写真/マージャン/クリーンウォーク

7 月 ピンポンの会

8 火

9 水

10 木 習字/ダンス

11 金 野菜市8：00頃～

12 土 銭太鼓/そばの会/ソフトバレー

13 日

14 月 ＜夏祭り＞

15 火

16 水 ＜仏様送り＞

17 木 万寿会軽体操/ダンス/習字

18 金 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

19 土 銭太鼓/低山会/ソフトバレー　[町民花火大会]

20 日 子供みこし企画会議

21 月 ２区・３区合同サロン

22 火 まちの保健室/敬老会企画会議

23 水

24 木 習字/ダンス

25 金 ＊不燃ごみ

26 土 野菜市8:00頃～/運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

27 日 運動会企画会議

28 月 うたの会

29 火

30 水 子供みこし実行委員会

31 木 ダンス

９月の予定
17 日 敬老会【福祉部・実行委員会】

18 祝 子供みこし【実行委員会】

24 日 秋の一斉清掃【町づくり部】
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ボタン電池と体温計の処分について

ボタン電池や体温計(水銀)の廃

棄について、以前は購入先に問い

合わせていただくようお願いして

いましたが、９月から、法勝寺及

び天萬庁舎の町民生活課窓口で回

収していただけることになりまし

た。

対象：ボタン電池と水銀を使用し

た体温計

問い合せ：町民生活課 66－3114

路上駐車は止めてください

夏休みに入り、子供

達も外に出る時間が多

くなります。

路上駐車がしてあると、

通行の妨げにもなり、大変危険で

す。

盆で帰省される方の路上駐車も

止めてください。

駐車場にお困りの場合は、協議

会にご相談ください。

ＡＥＤをコミセン玄関外に設置しました

今までは、コミセン

の玄関内に置いていた

ＡＥＤを、コミセン玄

関外に設置しました。

緊急の場合、いつで

も直ぐに使用出来るようにしました。

いたずらに触らないでください。

ＡＥＤと合わせて心臓マッサー

ジも重要です。

花の苗を誰が・・・・・？

「種をまいて楽しみにしていた

花の苗が、ある日突然消えてしまっ

た。」等々、寂しくなるような話

を聞きます。

他人の物や管理されている物を

勝手に持ち帰ってはいけません。

盆の事務所業務について

８月14日～16日の間は、夏祭り及び
仏様送り等の準備のため事務業務は
休みます。
緊急時には事務所玄関に掲示してあ

る連絡先にお願いします。

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります

盆花も販売します
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７月24日～27日の４日間「なんぶっ子夏休み塾東

西教室」を開催しました。これは元々南部町の事業

ですが、子供達の交通の利便性を考えて東西町事務

局が主体となって行っているものです。

地域の方や高校生を含めた７名に指導者としてお

世話になり、22名の児童が参加しました。その内10

名に皆勤

賞をお渡

しました。

７月16日(日)子供会と、中学育成会合同のお楽し

み親睦会を行ないました。

61名の参加があり、小・中学生と保護者でボーリ

ングの後に、ランチバイクングを賑やかに楽しみま

した。

ボーリングでは、ストライクやスペアをとって、

ガッツポーズで歓声を浴びる子がいたり、ガーター

に落ちたボールを見送る悲しい背中もありました。

けれど 後は、

みんなお腹いっぱ

いの満足な一日に

なりました。

子供育成会会長

竹内友夏(2-5)

７月２日(日)西伯小学校コミュニティ・スクール

と東西町青少年育成会合同による、リサイクルを行

ないました。朝９時には各集積場所にたくさんの回

収物が積まれていました。東西町は、アルミ缶の回

収も行っています。コミセンまで車で持ち込んでい

ただく方や、多くの小学生や保護者、中学生の協力

もあり、約１

時間程で回収

は終わりまし

た。

お疲れ様で

した。

回収物の中に、ビンやペッ

トボトル等の不燃ごみが混

じっていましたので、出さ

れる前に確認をお願いしま

す。

子供育成会、中学育成会
合同お楽しみ会

制度改正で平成29年度から、南部町農業委員会委

員７名が選挙ではなく、町長の任命になりました。

東西町の枠は１名、農業委員会所掌事項と利害関

係を有しない中立であること、町税

等の滞納がない事が条件でした。

回覧と会報「まち」５月号で募

集いたしましたが、応募者が有り

ませんでした。

竹内友夏さん(２区５班)を東西

町地域振興協議会から推薦し、

農業委員会委員に決定しました。

なんぶっ子夏休み塾東西町教室

南部町農業委員会委員に竹内友夏さん

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

１区３班 高林敏美 西町109

３区６班 伯田明美 東町52

２区３班 廣山香織 東町212

＜退去・退会＞

４区１班 野口陽平 福成915-12 コーポ福成

リサイクル

いち、にぃー、さんとリズム良く

集中して勉強した４日間でした

投げたあとはボールに聞いて～

終わりにジュースを配布

みんなでがんばりました

竹内友夏さん(2-5)

混じっていた不燃ごみ
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夏祭り【人づくり部・実行委員会】

日 時：８月14日(月)17：00開会

場 所：コミセン

▲会場の受付で、とみくじ引換券ととみくじ券を

交換します。（チラシについているとみくじ引

換券を持参してください）

仏様送り【町づくり部】

日 時：８月16日(水)15：00受付開始

場 所：コミセン

供養品：可燃物のみ受付けます

（陶器及び金属類は受付できません）

参加料：無料

詳細は、後日回覧でお知らせします

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

コミセン調理室で、昨年の５月、調理中にわずか

な水で濡れた床で転倒し頭を強く打ったという事案

が発生しました。

総会で承認いただきましたので、６月29日にノン

スリップの床に張替えを行ないました。

多少の凹凸が有

り、掃除がしにく

いかも知れません

が、使用後は清掃

をお願いします。

コミセン調理室床の張替え

以前は、旧西伯町全域で実施されていました夏休

み夜間巡回パトロールも今は、東西町地域のみとな

りました。今年も、青少年育成会と中学育成会にて

午後10時から実施しています。もう30年近く「おせ

の背中を魅せて」います。

夏休み夜間巡回パトロール実施中

事務局では、毎年６月に災害時初動対応及び捜索

初動対応の確認と見直しを行っています。災害時初

動対応の見直しについては、８月５日開催予定の安

否確認協力委員会で「避難準備情報」が、「避難準

備・高齢者等避難開始情報」と変更されたことへの

対応等について説明いたします。

捜索初動対応の見直しとしては、28年11月に開催

した認知症SOSネットワーク模擬訓練で、行方不明者

捜索に入る前に協力していただく方の集合場所を各

区の防災庫としていましたが、夜間や悪天候時を想

定すると、つどい又はコミセンのどちらか対象の区

に近い施設にすることにしたいと思っています。

いつまでも安心して住み続けることができる東西

町へ皆さまのご協力をお願いいたします。

行方不明者捜索初動対応の見直し

ノンスリップの床に張り替えられた調理室

日時：毎月第３土曜日(８月休み)10：30～11：30

場所：つどい

商品を募集します！

(洋服、食器、家具等・・・)

①委託販売：商品に値段を付けてください

＊委託販売の手数料を29年９月から5％⇒10％へ

②持ち込み販売

手数料０・スペースに限り有り・事前連絡必要

③寄付商品：受け取りに伺いますが選別させていた

だきます。(返品はしません)

＊大きいものは写真でも販売できます。

わくわくショップからお知らせです

７月25日(火)各区から選出された４名の委員と協

議会長、そして教育委員会から新井さんを迎えて、

東西町人権学習推進委員会が開催されました。

研修として、映

画「見えないから

見えたもの」を視

聴した後、今後の

東西町地域の人権

研修会等について

の話合いが行われ

ました。

第２回東西町人権学習推進委員会

推進委員４名と町の担当者

コインランドリー駐車場に捨ててあるタバコの吸殻を確認中



第１２１号 東西町地域振興協議会 平成２９年８月１日

2

７月24日～27日の４日間「なんぶっ子夏休み塾東

西教室」を開催しました。これは元々南部町の事業

ですが、子供達の交通の利便性を考えて東西町事務

局が主体となって行っているものです。

地域の方や高校生を含めた７名に指導者としてお

世話になり、22名の児童が参加しました。その内10

名に皆勤

賞をお渡

しました。

７月16日(日)子供会と、中学育成会合同のお楽し

み親睦会を行ないました。

61名の参加があり、小・中学生と保護者でボーリ

ングの後に、ランチバイクングを賑やかに楽しみま

した。

ボーリングでは、ストライクやスペアをとって、

ガッツポーズで歓声を浴びる子がいたり、ガーター

に落ちたボールを見送る悲しい背中もありました。

けれど 後は、

みんなお腹いっぱ

いの満足な一日に

なりました。

子供育成会会長

竹内友夏(2-5)

７月２日(日)西伯小学校コミュニティ・スクール

と東西町青少年育成会合同による、リサイクルを行

ないました。朝９時には各集積場所にたくさんの回

収物が積まれていました。東西町は、アルミ缶の回

収も行っています。コミセンまで車で持ち込んでい

ただく方や、多くの小学生や保護者、中学生の協力

もあり、約１

時間程で回収

は終わりまし

た。

お疲れ様で

した。

回収物の中に、ビンやペッ

トボトル等の不燃ごみが混

じっていましたので、出さ

れる前に確認をお願いしま

す。

子供育成会、中学育成会
合同お楽しみ会

制度改正で平成29年度から、南部町農業委員会委

員７名が選挙ではなく、町長の任命になりました。

東西町の枠は１名、農業委員会所掌事項と利害関

係を有しない中立であること、町税

等の滞納がない事が条件でした。

回覧と会報「まち」５月号で募

集いたしましたが、応募者が有り

ませんでした。

竹内友夏さん(２区５班)を東西

町地域振興協議会から推薦し、

農業委員会委員に決定しました。

なんぶっ子夏休み塾東西町教室

南部町農業委員会委員に竹内友夏さん

入会・退会のお知らせ （敬称略）

＜入居・入会＞

１区３班 高林敏美 西町109

３区６班 伯田明美 東町52

２区３班 廣山香織 東町212

＜退去・退会＞

４区１班 野口陽平 福成915-12 コーポ福成

リサイクル

いち、にぃー、さんとリズム良く

集中して勉強した４日間でした

投げたあとはボールに聞いて～

終わりにジュースを配布

みんなでがんばりました

竹内友夏さん(2-5)

混じっていた不燃ごみ

第１２１号 東西町地域振興協議会 平成２９年８月１日

3

夏祭り【人づくり部・実行委員会】

日 時：８月14日(月)17：00開会

場 所：コミセン

▲会場の受付で、とみくじ引換券ととみくじ券を

交換します。（チラシについているとみくじ引

換券を持参してください）

仏様送り【町づくり部】

日 時：８月16日(水)15：00受付開始

場 所：コミセン

供養品：可燃物のみ受付けます

（陶器及び金属類は受付できません）

参加料：無料

詳細は、後日回覧でお知らせします

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

コミセン調理室で、昨年の５月、調理中にわずか

な水で濡れた床で転倒し頭を強く打ったという事案

が発生しました。

総会で承認いただきましたので、６月29日にノン

スリップの床に張替えを行ないました。

多少の凹凸が有

り、掃除がしにく

いかも知れません

が、使用後は清掃

をお願いします。

コミセン調理室床の張替え

以前は、旧西伯町全域で実施されていました夏休

み夜間巡回パトロールも今は、東西町地域のみとな

りました。今年も、青少年育成会と中学育成会にて

午後10時から実施しています。もう30年近く「おせ

の背中を魅せて」います。

夏休み夜間巡回パトロール実施中

事務局では、毎年６月に災害時初動対応及び捜索

初動対応の確認と見直しを行っています。災害時初

動対応の見直しについては、８月５日開催予定の安

否確認協力委員会で「避難準備情報」が、「避難準

備・高齢者等避難開始情報」と変更されたことへの

対応等について説明いたします。

捜索初動対応の見直しとしては、28年11月に開催

した認知症SOSネットワーク模擬訓練で、行方不明者

捜索に入る前に協力していただく方の集合場所を各

区の防災庫としていましたが、夜間や悪天候時を想

定すると、つどい又はコミセンのどちらか対象の区

に近い施設にすることにしたいと思っています。

いつまでも安心して住み続けることができる東西

町へ皆さまのご協力をお願いいたします。

行方不明者捜索初動対応の見直し

ノンスリップの床に張り替えられた調理室

日時：毎月第３土曜日(８月休み)10：30～11：30

場所：つどい

商品を募集します！

(洋服、食器、家具等・・・)

①委託販売：商品に値段を付けてください

＊委託販売の手数料を29年９月から5％⇒10％へ

②持ち込み販売

手数料０・スペースに限り有り・事前連絡必要

③寄付商品：受け取りに伺いますが選別させていた

だきます。(返品はしません)

＊大きいものは写真でも販売できます。

わくわくショップからお知らせです

７月25日(火)各区から選出された４名の委員と協

議会長、そして教育委員会から新井さんを迎えて、

東西町人権学習推進委員会が開催されました。

研修として、映

画「見えないから

見えたもの」を視

聴した後、今後の

東西町地域の人権

研修会等について

の話合いが行われ

ました。

第２回東西町人権学習推進委員会

推進委員４名と町の担当者

コインランドリー駐車場に捨ててあるタバコの吸殻を確認中
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会報まち８月
東西町地域振興協議会

TEL(FAX兼)：0859-66-4724

E-mail：tozaicho@yahoo.co.jp

HP： 東西町地域振興協議会 検索

東西町の夏の風物詩となった夏休み み

んなでラジオ体操は、平成20年から協議

会が中心となって開催してきました。

今年は、10回記念として７月30日(日)

に、ラジオ体操後にソーメン流しを行な

いました。

会場は、大山を望む西町バス停裏の中

央道です。普段歩くのも大変な坂道が、

ソーメン流しにとっては絶好のスロープと

なります。

前日竹の下準備やめんつゆづくりを行ない、当日は日が昇る

前から女子部員はコミセンで約150人前のソーメンをゆで、男子

部員は、道路の中央に竹で一筋の流れを完成させました。その

長さなんと45メートル。

セッティングが完成した頃から、会場には約120名程の参加者

が集合し、原会長の挨拶が終わると、全員でラジオ体操第一、

第二を行ないました。スタンプ押しを終えると、それぞれがはし

とめんつゆの入ったカップを持って、竹の前でスタンバイし、合

図でソーメン流しが始まりました。

時折、ソーメンの合間に流れてくるさくらん

ぼや小梅、ぶどう等をうまくキャッチすると

笑顔が溢れていました。

人づくり部の皆さんお疲れ様でした。また、

近隣の方々のご理解とご協力に感謝申し上げま

す。

夏休み みんなでラジオ体操と第10回記念 そーめん流し

７月19日に南部町建設課により、前回(５月12日)の説明会で出た意見や要望を受けて、新運動公園整備

計画の説明会が開催され24名が参加されました。

今回の説明であった主な点は次のとおりです。

①国道側に防球ネット(高さ５ｍ)を設置する

②進入路は５ｍに拡幅し、1.5ｍ巾の歩道も作る

③水路側へガードレールを設置する

④東屋、バスケットゴール、テニス壁打を設置する

⑤今年度の東西町運動会(10月1日)が開催できるように、グラウンド面の整備をする

⑥運動公園の整備は、29年度に行ない、進入路工事は30年度～31年度に分けて行なう

新運動公園の整備計画が決定したことに伴い、公園の名称を募集します。

募集要項等は次号の会報「まち」９月号及び回覧でお知らせします。

新運動公園整備計画説明会

合同で行ない圧巻のラジオ体操になりました

流す担当は大忙し

満足そうな顔 流れるソーメンに集中！

日 曜日 ８月の予定表
1 火 ＜子供絵画教室＞　絵手紙/男のクッキング

2 水 地域福祉委員会/マージャン

3 木 万寿会軽体操/習字

4 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

5 土 安否確認協力委員会/銭太鼓、ソフトバレー

6 日 写真/マージャン/クリーンウォーク

7 月 ピンポンの会

8 火

9 水

10 木 習字/ダンス

11 金 野菜市8：00頃～

12 土 銭太鼓/そばの会/ソフトバレー

13 日

14 月 ＜夏祭り＞

15 火

16 水 ＜仏様送り＞

17 木 万寿会軽体操/ダンス/習字

18 金 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

19 土 銭太鼓/低山会/ソフトバレー　[町民花火大会]

20 日 子供みこし企画会議

21 月 ２区・３区合同サロン

22 火 まちの保健室/敬老会企画会議

23 水

24 木 習字/ダンス

25 金 ＊不燃ごみ

26 土 野菜市8:00頃～/運営委員会/銭太鼓/ソフトバレー

27 日 運動会企画会議

28 月 うたの会

29 火

30 水 子供みこし実行委員会

31 木 ダンス

９月の予定
17 日 敬老会【福祉部・実行委員会】

18 祝 子供みこし【実行委員会】

24 日 秋の一斉清掃【町づくり部】
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ボタン電池と体温計の処分について

ボタン電池や体温計(水銀)の廃

棄について、以前は購入先に問い

合わせていただくようお願いして

いましたが、９月から、法勝寺及

び天萬庁舎の町民生活課窓口で回

収していただけることになりまし

た。

対象：ボタン電池と水銀を使用し

た体温計

問い合せ：町民生活課 66－3114

路上駐車は止めてください

夏休みに入り、子供

達も外に出る時間が多

くなります。

路上駐車がしてあると、

通行の妨げにもなり、大変危険で

す。

盆で帰省される方の路上駐車も

止めてください。

駐車場にお困りの場合は、協議

会にご相談ください。

ＡＥＤをコミセン玄関外に設置しました

今までは、コミセン

の玄関内に置いていた

ＡＥＤを、コミセン玄

関外に設置しました。

緊急の場合、いつで

も直ぐに使用出来るようにしました。

いたずらに触らないでください。

ＡＥＤと合わせて心臓マッサー

ジも重要です。

花の苗を誰が・・・・・？

「種をまいて楽しみにしていた

花の苗が、ある日突然消えてしまっ

た。」等々、寂しくなるような話

を聞きます。

他人の物や管理されている物を

勝手に持ち帰ってはいけません。

盆の事務所業務について

８月14日～16日の間は、夏祭り及び
仏様送り等の準備のため事務業務は
休みます。
緊急時には事務所玄関に掲示してあ

る連絡先にお願いします。

予定表について
団体等の予定は日程が変更
になる場合もあります

盆花も販売します


