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会報まち７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

５月28日(日)東西町地域振興協議会発足10周

年記念のさつき祭を開催しました。

コミセン大集会室を作品展示室として、地域

の皆さまの作品展示とともに、協議会の歩みを

時系列で紹介し、受賞した賞状や副賞等も展示

しました。

屋外では、例年どおり各種団体による食の屋

台村や手作りコーナー等が賑わう中、10回記念

ということで「せ～の～で～10メートルのり巻

きづくり」にチャレンジしました。掛け声に合わせて35名の心が

一つになり、見事な「さくらのり巻き」10.2メートルが完成しま

した。材料の準備や指導にご協力いただきました「お食事処 いろ

り様」ありがとうございました。

また、恒例になった無料送迎のさつき号の運行や健康福祉館で

の健康チェックの他、今回の防災コーナーでは、火災警報器設置

の推進及び消火器斡旋等も行ない、より安全で安心な町づくりを

進めました。

今年は、南部町高校生サークルwith

you 翼の皆さんの協力もあり、大変

活気のあるさつき祭になりました。

第10回 東西町さつき祭

多くの作品が並んだ展示室の様子

東西町地域振興協議会10年の歩みを紹介

小・中育成会協力のもちまるめ

大人気のプラ板ストラップ

高校生withyou翼の協力に感謝子供の見守る中、もちつきに力が入ります野菜コーナーも大にぎわい

心を一つにしたのり巻きづくり

大成功！
イメージどおり
さくらのり巻きの
完成

くす玉割りでオープニング

日 曜日 ７月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜リサイクル＞　写真

3 月 マージャン

4 火 絵手紙/男のクッキング

5 水 フラダンス

6 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

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

8 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/そばの会/ソフトバレー

9 日 マージャン/クリーンウォーク

10 月 ２区サロン

11 火 人づくり部(夏祭り企画会議)/４区サロン

12 水 フラダンス/ハンドメイド

13 木 習字/ダンス

14 金 笑いヨガ

15 土
つどいわくわくショップ10:30～
銭太鼓/手話/ソフトバレー/低山会

16 日 ＜小・中合同お楽しみ会＞

17 月

18 火

19 水 フラダンス

20 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

21 金
＜夏休み みんなでラジオ体操開始＞
　　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

22 土
 野菜市8:00頃～　＜夜間パトロール開始＞
夏祭り全体会議/ソフトバレー

23 日 町づくり部会/写真

24 月 うたの会　＜なんぶっ子塾①＞

25 火 まちの保健室/人権学習推進委員会　＜なんぶっ子塾②＞

26 水 １区サロン/フラダンス/ハンドメイド　＜なんぶっ子塾③＞

27 木 習字/ダンス/３区サロン　＜なんぶっ子塾④＞

28 金  ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日 ＜ラジオ体操10回記念ソーメン流し＞

31 月

８月の予定
1 火 子供絵画教室【事務局】

14 月 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 水 仏様送り【町づくり部】
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刃物とぎが行われます

７月のわくわくショップ

７月15日(土)10：30～わくわくショッ

プを行います。

刃物とぎ受付時間は8：00～

時間に限りがありますのでお早め

にご持参ください。

災害への準備は大丈夫ですか！

梅雨に入り、他県で

は豪雨による被害が

出ているようです。

災害はいつ起こる

かわかりません。

避難グッズの確認や、ニュース

等の情報をもとに、イザという時

に直ぐに対応できるよう準備しま

しょう。守るのは自分です！

夏祭り出演者とスタッフ募集！

8月14日(月）第42回東西町夏祭りを開

催します。

出演者とスタッフの募集

をしています。

７月10日(月）までに事務

局へご連絡をお願いしま

す。

２区防災庫移設完了

６月11日(日)２区の方の協力で、

道路側に移設しました。人目に付

く所で、緊急時にも即座に対応で

きるようになりました。

側溝のフタ等については順次改

善していくことになります。

ご協力いただきました４名の皆

さんありがとうございました。

道路側に移設された２区防災庫

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
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東西町万寿会では、６月３日(土)今年で４回目を

迎えたシニアのつどいを、多数の方に参加頂き盛況

に行ないました。

田浪会長の挨拶に始まり国立音楽院のアトラクショ

ンでは、手足を動かし、頭の体操をしながら、皆で

歌をうたい楽しい時間を過ごしました。

特に「お祭りマンボ」では、曲に合わせてうちわ

で振付をして、「星影のワルツ」でフィナーレを迎

えました。食事後のティータイムでは、お喋りに花

が咲いていました。来年も、この会が続けば良いな

と思いながら解散しました。 野口 昭男(2-4)

６月11日(日)コミセンで救急蘇生法講習会と消火・

通報・避難訓練を行ないました。

救急蘇生法講習会

では、南部出張所か

ら３名の隊員が来ら

れ、参加者31名は３

グループに分れ、説

明を聞いた後ペアで

ＡＥＤと胸骨圧迫の

実技を行ないました。大人に対しては1分間に100～

120回の胸骨圧迫を行なう。救急隊員と交代するま

で絶え間なく行

なうことが大事

ということです。

避難訓練の後、

消火訓練も行な

いました。

身体が覚える

まで何度でも参

加しましょう。

救急蘇生法講習会及び
消火・通報・避難訓練

公共スペースや側溝等の清掃

を行っていただきました。

一斉清掃の後、町づくり部で

は恒例の『道路標示の塗装』と

して、２区と３区の一部に一旦

停止ラインを８ヵ所塗装しまし

た。

少しでも安全運転

意識が高まり、交通

事故の防止に役立つ

と共に、安心して住

める町づくりが出来

れば良いと思います。

石田泰弘(2-3)

春の一斉清掃

６月25日(日)

８時30分にクイー

ンボウルの送迎バ

スでつどい前を出

発しました。

昨年の順位を基

にして22名の参加

者は７レーンに分

散し、２ゲームの

総合計で競いました。

ハンディ－は75歳

以上は＋10、80歳以上と小学生は＋20です。10時過

ぎには、表彰式と抽選会を行って閉会しました。

来年も開催す

る予定ですので、

年齢関係なく楽

しむことができ

るボーリングに

ご参加ください。

ボーリング大会

高齢者とシニアのつどい

清掃後に消火栓の操作方法の確認をされた班が２班あり、
渡辺祥二さんと渡邉明則さんに説明をお願いしました

歌をうたいうちわで振り付けして楽しみました

真剣に訓練に挑む参加者

水消火器での訓練 ①ピンを抜く ②ホースを
構える ③レバーを握る、の手順です

ストライクが出ると喜びのハイタッチ

優勝：小杉達男、２位：佐藤重明、

３位：高塚章一、BB：岡野和美(敬称略)。

停止線の塗装を行ないました

側溝も清掃
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リサイクル【西伯小・青少年育成会】

日 時：７月２日(日)9：00～回収開始

回収物：新聞紙・雑誌・ダンボール・アルミ缶

新聞紙と雑誌は分け、ひもでまとめてください

ダンボールもひもでまとめてください

アルミ缶は中を水洗いして出してください

※上記以外の物は回収できません

搬出場所：各区可燃ごみ集積場又はコミセン

▲高齢の方等は自宅前道路に出してください

▲子供が持ちやすいようにしてください

▲積み込み等のご協力をお願いします

夏休み みんなでラジオ体操【人づくり部】

健康づくりと交流を兼ねたラジオ体操にご参加ください

日 程：７月21日(金)～８月12日(土）

時 間：毎朝7：00～7：15

場 所：地区内３ヶ所(どこで参加してもいいです)

①荒木様宅前(1-1)

②新宝楽様駐車場(2-4)

③第一設計事務所前(4-4)

内 容：ＣＤでラジオ体操第一、第二を行います

スタンプカードは会場でお渡しします

皆勤の方を表彰します

子供の安全の見守り等にもご協力をお願いします。

７月30日(日)は西町バス停裏に
全員集合！

１日限り！ 第10回記念として
7：00～ラジオ体操

終了後～ソーメン流しを行います
＊この日は他の場所での体操は行いません

6：40～8：30の間、西町中央道の一部(バス停裏一帯)

の車の通行ができなくなります

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いします

①なんぶっこ夏休み塾 東西町教室【事務局】

日 時：７月24(月)・25(火)・26(水)・27(木)

8：30～10：00

場 所：コミセン

②子供絵画教室【事務局】

日 時：８月１日(火)10：00～11：30

場 所：コミセン

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

東西町では、平成22年５月から、福祉・防災活動

の原点でもある見守り活動を行なっています。

65歳以上の独居者や80歳以上の高齢者のみの世帯

で、見守りが必要な方が対象です。誰に見守って欲

しいか等、見守りを受ける側の意向を尊重した上で、

灯火の確認や障子や窓の開閉等で見守りを行なって

います。

毎年６月に見守り活動の見直しや検討を行なって

います。今年も各区で、区長、民生委員、福祉部員、

地域福祉

委員、事

務局が集

まり見直

しを行い

ました。

「第４回中国地区小学生・中学

生ライフル射撃競技大会」が６月

18日(日)に広島県で行われ、４区

５班 中島 凛さん(法勝寺中学校

１年生)が、ビームライフル立射

40発に出場し、見事初優勝をさ

れました。

「競技を始めたのは、小学校５年生の時に”チー

ムとっとりアスリート候補生”の募集があり、ライ

フル射撃に応募した事がきっかけです。体力測定や

試験等に合格し、中学１年生から本格的に練習を始

めました。初めての大会だったので、まさか優勝で

きるとは思いませんでした。今の目標は国体に出場

することです。」と、キラキラした眼差しで話して

いました。いつか東西町からオリンピック選手が現

れることを期待します。

見守り活動の検討会(福祉会)を開催

活躍する東西町の若鮎たち

２区福祉会の様子

４区５班 中島 凛さん

商品を募集します！

＊委託販売(販売を委

託される場合)の手数

料が変更になります。

29年９月から10％へ変

更します販売スタッフ、喫茶スタッフ 計６名
日南町農家の伊田さん（右）

わくわくショップ

上記①②についての詳細は、学校
で配布されるチラシをご覧いただき、
申込みをお願いします
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灯火の確認や障子や窓の開閉等で見守りを行なって

います。

毎年６月に見守り活動の見直しや検討を行なって

います。今年も各区で、区長、民生委員、福祉部員、

地域福祉

委員、事

務局が集

まり見直

しを行い

ました。

「第４回中国地区小学生・中学

生ライフル射撃競技大会」が６月

18日(日)に広島県で行われ、４区

５班 中島 凛さん(法勝寺中学校

１年生)が、ビームライフル立射

40発に出場し、見事初優勝をさ

れました。

「競技を始めたのは、小学校５年生の時に”チー

ムとっとりアスリート候補生”の募集があり、ライ

フル射撃に応募した事がきっかけです。体力測定や

試験等に合格し、中学１年生から本格的に練習を始

めました。初めての大会だったので、まさか優勝で

きるとは思いませんでした。今の目標は国体に出場

することです。」と、キラキラした眼差しで話して

いました。いつか東西町からオリンピック選手が現

れることを期待します。

見守り活動の検討会(福祉会)を開催

活躍する東西町の若鮎たち

２区福祉会の様子

４区５班 中島 凛さん

商品を募集します！

＊委託販売(販売を委

託される場合)の手数

料が変更になります。

29年９月から10％へ変

更します販売スタッフ、喫茶スタッフ 計６名
日南町農家の伊田さん（右）

わくわくショップ

上記①②についての詳細は、学校
で配布されるチラシをご覧いただき、
申込みをお願いします
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会報まち７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

５月28日(日)東西町地域振興協議会発足10周

年記念のさつき祭を開催しました。

コミセン大集会室を作品展示室として、地域

の皆さまの作品展示とともに、協議会の歩みを

時系列で紹介し、受賞した賞状や副賞等も展示

しました。

屋外では、例年どおり各種団体による食の屋

台村や手作りコーナー等が賑わう中、10回記念

ということで「せ～の～で～10メートルのり巻

きづくり」にチャレンジしました。掛け声に合わせて35名の心が

一つになり、見事な「さくらのり巻き」10.2メートルが完成しま

した。材料の準備や指導にご協力いただきました「お食事処 いろ

り様」ありがとうございました。

また、恒例になった無料送迎のさつき号の運行や健康福祉館で

の健康チェックの他、今回の防災コーナーでは、火災警報器設置

の推進及び消火器斡旋等も行ない、より安全で安心な町づくりを

進めました。

今年は、南部町高校生サークルwith

you 翼の皆さんの協力もあり、大変

活気のあるさつき祭になりました。

第10回 東西町さつき祭

多くの作品が並んだ展示室の様子

東西町地域振興協議会10年の歩みを紹介

小・中育成会協力のもちまるめ

大人気のプラ板ストラップ

高校生withyou翼の協力に感謝子供の見守る中、もちつきに力が入ります野菜コーナーも大にぎわい

心を一つにしたのり巻きづくり

大成功！
イメージどおり
さくらのり巻きの
完成

くす玉割りでオープニング

日 曜日 ７月の予定表
1 土 銭太鼓/ソフトバレー

2 日 ＜リサイクル＞　写真

3 月 マージャン

4 火 絵手紙/男のクッキング

5 水 フラダンス

6 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

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

8 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/そばの会/ソフトバレー

9 日 マージャン/クリーンウォーク

10 月 ２区サロン

11 火 人づくり部(夏祭り企画会議)/４区サロン

12 水 フラダンス/ハンドメイド

13 木 習字/ダンス

14 金 笑いヨガ

15 土
つどいわくわくショップ10:30～
銭太鼓/手話/ソフトバレー/低山会

16 日 ＜小・中合同お楽しみ会＞

17 月

18 火

19 水 フラダンス

20 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

21 金
＜夏休み みんなでラジオ体操開始＞
　　　　　　 ＊発泡・プラ・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)・乾・蛍

22 土
 野菜市8:00頃～　＜夜間パトロール開始＞
夏祭り全体会議/ソフトバレー

23 日 町づくり部会/写真

24 月 うたの会　＜なんぶっ子塾①＞

25 火 まちの保健室/人権学習推進委員会　＜なんぶっ子塾②＞

26 水 １区サロン/フラダンス/ハンドメイド　＜なんぶっ子塾③＞

27 木 習字/ダンス/３区サロン　＜なんぶっ子塾④＞

28 金  ＊不燃ごみ

29 土 銭太鼓/ソフトバレー

30 日 ＜ラジオ体操10回記念ソーメン流し＞

31 月

８月の予定
1 火 子供絵画教室【事務局】

14 月 夏祭り【人づくり部・実行委員会】

16 水 仏様送り【町づくり部】
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刃物とぎが行われます

７月のわくわくショップ

７月15日(土)10：30～わくわくショッ

プを行います。

刃物とぎ受付時間は8：00～

時間に限りがありますのでお早め

にご持参ください。

災害への準備は大丈夫ですか！

梅雨に入り、他県で

は豪雨による被害が

出ているようです。

災害はいつ起こる

かわかりません。

避難グッズの確認や、ニュース

等の情報をもとに、イザという時

に直ぐに対応できるよう準備しま

しょう。守るのは自分です！

夏祭り出演者とスタッフ募集！

8月14日(月）第42回東西町夏祭りを開

催します。

出演者とスタッフの募集

をしています。

７月10日(月）までに事務

局へご連絡をお願いしま

す。

２区防災庫移設完了

６月11日(日)２区の方の協力で、

道路側に移設しました。人目に付

く所で、緊急時にも即座に対応で

きるようになりました。

側溝のフタ等については順次改

善していくことになります。

ご協力いただきました４名の皆

さんありがとうございました。

道路側に移設された２区防災庫

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


