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10月６日(日)に東西町スポーツ広場にて大運動会を開催し

ました。開会式を終え早速競技開始。毎年恒例の「みんなで

ジャンプ」と「綱引き」は得点種目でもあり大変盛り上がり

ました。また、今年は、第40回の記念大会でもあったため、

昼食後の「３択クイズ」前に、来場者全員によるマスゲーム

を行い、この状況をドローンで撮影し記録として残すことが出

来ました。戦績は、総合優勝はリレーで２区と競り合って

勝利した３区、綱引きは伝統の１区でしたが、最後までも

つれる大接戦となりました。

閉会式終了後の慰労会も、今回初めて全区が１箇所に集

まって行うことにし、とても多くの皆さんが参加していた

だきました。ありがとうございました。

大きな怪我も無く(綱引きの時に足がつって、戦線離脱された方

がおられましたが・・・笑）無事に進行できたことに感謝します。

準備段階から運営に協力していただいた区長、班長、実行委員、

中学生の皆さんに感謝申し上げます。

運動会実行委員長 中島 誠

運動会の目的は、区対抗によって区が団結することと、更に大事

なことは、多くの方に来場していただき顔見知りになり、ふれあい仲良く

なることで安全

で安心な町づく

りにつながるこ

とです。

多数ご来場いただきありがとうございました。

９月29日(日)東西町スポーツ広場の草取りを行いました。

雨のため１週間延びたこの日は、午前中は一斉清掃だった

にもかかわらず70名を越える方々が草取り用具を持参し、

あの広いグラウンドをきれいに除草していただきました。

１時間の予定でしたが、多

くの方のご協力で早めに終える

ことができました。

お陰様で怪我のない運動会を

開催することが出来ました。

ありがとうございました。

東西町スポーツ広場整備

令和元年度 第40回 東西町運動会

素晴らしいグラウンドになりました

草刈り機で法面を刈る人、小さい草を抜く人

草取り、集める係と自然と分担が決まりました

近年で最多の慰労会参加者数でした

借り物(人)競走 足並みそろったかな

来場者全員が「パプリカ」の曲に合わせて行った圧巻のマスゲーム

F-1レースに役員の中学生も出場

綱引き競技と応援団

日 曜日 １１月の予定表
1 金

地域福祉委員会/コミセン100体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土 ＜健康ウォーキング＞　銭太鼓/ソフトバレー

3 日 写真/万寿会ゴミ拾い

4 月 ＜敬老会＞

5 火 男のクッキング

6 水 １区・２区サロン(外)/３区サロン（外）

7 木 籐あみ教室/習字/万寿会GG

8 金 コミセン100体

9 土
野菜市8:00頃～
そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

10 日 ＜ｺﾐｾﾝ大掃除と利用者会議＞＜避難・消火訓練＞

11 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

12 火 ４区サロン（外）

13 水

14 木 習字/万寿会GG

15 金
コミセン100体
           ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

16 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

17 日 マージャン

18 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

19 火

20 水

21 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG　　　

22 金 1区区会/コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

23 土 野菜市8:00頃～/万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

24 日 ＜リサイクル＞  ＜役員研修会＞

25 月 つどい100体/うたの会/万寿会GG

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金 コミセン100体

30 土 銭太鼓/ソフトバレー

１２月の予定
歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

小型除雪機安全講習会【事務局】
22 日
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１区区会を開催します

日時：11月22日(金)19:00～21:00

場所：つどい

対象：１区の皆さん

特に１区は土砂災害時のレッド

ゾーンやイエローゾーンが広範囲

にわたっています。

イザという場合に助け合える地

域づくりについてや、身近な困り

事等、お茶をいただきながら話し

合いましょう。

是非、ご参加を

お願いします。

わくわくショップから

義援金をお届けしました

わくわくショップでは委託され

た商品が売れた場合に事務手数料

として10％をいただいています。

この度、寄付していただいた商

品の売り上げ等から「令和元年台風

第19号災害義援金」をお届けしまし

た。

わくわくショップ代表 阿部栄子

インフルエンザの流行が早いようです

今年はインフルエンザの流行が

早くなっていると言われています。

水分を摂り部屋を乾燥させない

ようにすることや、寝るときのマ

スクが有効です。

かからないことが一番ですが、

予防注射等も早めに済ませておい

てください。

この時期タイヤが盗難さ

れたことがありますので

ご注意ください！

東西町でも過去に、

タイヤ交換の時期にタイヤの盗

難が発生しました。

簡単に取られる場所に置かな

い等の工夫をしてください。

また、空き巣や侵入盗にも気

をつけてください。

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



第１４８号 東西町地域振興協議会 令和元年１１月１日(２０１９)

2

９月29日(日)秋の一斉清掃を実施しまし

た。

準備体操としてラジオ体操(参加者325名)を

行ったあと、公共場所の清掃に入りました。

側溝の清掃や、道路脇、公共場所の除草、町道に面した班の方々には歩

道脇の除草や、山際の班の方は法面の草刈り等を行っていただきました。

自宅や管理地等も殆どの方が一斉清掃の日に合わせて手入れしていただ

いています。草や樹木は小さいうちですと簡単に短時間で手入れが終わり

ますが、大きくなった場合はシルバー人材センターでも受けていただけま

すので、管理をお願いします。きれいで安全な町づくりにご協力をありが

とうございます。

今年度から行っている消火器出張講習会を、米子消防署南部出張所のご協力を得て春と秋の年２回開催

しています。春の１区１班に続き、秋は２区１班で開催しました。

コミセンで開催する講習会に参加できない子どもや高齢

者等計20名が参加され、班員全員が水消火器で消火体験を

しました。

また、消火器についていろいろな質問にも回答をいただ

きました。来年の春は３区１班に出張します。

秋の一斉清掃

皆さんから出ました令和２年度の新規の町政への

要望は、17件ありました。町づくり部と事務局で現

地を確認し、その結果を運営委委員会で協議しまし

た。地区で対応出来るもの（６件）を除き、東西町

からの要望として町へ提出することになりました。

又、過年度分で

終了していない要

望事項は、継続分

として町へ提出す

ることとしました。

９月28日(土)コミセンで３区区会を開催し13名が

出席されました。

内容は、最初に教育委員会の新井さんと３区人権

学習推進委員の西村さんに提案していただいた人権

ＤＶＤを視聴し、感想を話していただきました。

その後行われた区会では、日常生活の困り事等に

ついて１班から順にご意見をいただきました。

区会の報告は既に３区の皆さんにはお知らせして

いますが、分別ごみ集積場になっている集会所横駐

車場の置き場所について、文書を配布し周知すると

いうことです。

町政要望のとりまとめと現地確認

３区区会

道路歩道脇の草取りや清掃も行っていただきました

2区1班で行われた消火器出張講習会

消火器出張講習会

日頃会えない方とも出会うことができました

↑

3区4班 東町中央道カーブ

の確認

←1区2班 道路の舗装破

損箇所を確認

ダンプに泥を積み込む班の皆さん
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健康ウォーキング【福祉部・健康増進委員会】

申込み受付は終わっています。

日時：１１月２日(土)9:30～14:30

場所：由良歴史探訪コースを散策

東西町地区敬老会【福祉部・実行委員会】

出席申し込みされた方で送迎希望の方は、放送で

お知らせいたしますので玄関の中でお待ちください。

日時：１１月４日(月・振休)10:00開会

場所：コミセン

コミセン・つどい大掃除と利用者同好会会議

及び避難・消火訓練【事務局】

日程：１１月１０日(日)

9:30～清掃：コミセン・つどい

10:30～合同会議：コミセン

11:00～避難・消火訓練：コミセン

対象：施設利用者、各種団体、同好会、教室

講座参加者、協議会役員、ボランティアの方

各団体から1名以上の参加をお願いします。代表が

重複する場合は代理の方に参加していただきますよ

うお願いいたします。

掃除用具が足りませんので、持参いただきますと

大変助かります。脚立もお願いします。

また、施設に対するご意見がありましたら、団体

の意見を集約して来てください。

リサイクル【西伯小学校・青少年育成会】

日時：１１月２４日(日)9：00～回収開始

※9：00までに指定の場所に搬出してください。

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。

アルミ缶は水洗いしてください。

＊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。

▲車のある方は、コミセンまでお願いします。

▲子供達の積み込み等へのご協力もお願いします。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

名称：東西町放課後児童クラブ

場所：集会所

定員：15名程度

受付期間：11月15日(金)～12月26日(木)

東西町では８年前から、保護者が仕事等で児童の

帰宅時間に不在の場合、家庭に代わる生活の場とし

て放課後児童クラブを行っています。東西町で開設

することで、送迎時間の短縮や、支援員も地区の方

なので、安心してお願いできると保護者からは非常

に喜ばれています。

受付期間内に申し込んでください。定員を超えた

場合は判定基準に沿って決めさせていただくことに

なりますので、ご了解ください。

火災報知器

建物火災の死者数の９割が一般住宅の火災で、死

者数の６割が逃げ遅れです。

「逃げ遅れ」をなくする唯一の設備です。火災報知

器には台所などに設置する熱感知タイプと、寝室・

階段などに設置する煙感知タイプがあり、中に入っ

ている電池の寿命は10年です。10年過ぎたら交換し

ましょう。年一回の作動テストを忘れずに実施して

ください。作動しない場合は業者に点検か交換を依

頼してください。未だ設置されておられない方は逃

げ遅れや近隣への類焼を防止するために至急の設置

をお願いします。

デジタル防災無線個別受信機

停電時にも受信ができ

るために、通常単一電池

が２本入っています。

乾電池のマークが点滅

したら交換しましょう。

消火器

初期消火に最も効果があります。製造年が８年を

過ぎたものは容器の欠損(サビ・きず・へこみ)を確

認しましょう。振興協議会でも、消火器の引き取り

や購入の紹介することもできます。

また、東西町内のホース格納箱や防災庫に外付け

してありますので、場所の確認を行い、イザという

時の初期消火に役立ててください。

家庭の防災機器の確認をお願いします

東西町放課後児童クラブ募集！

特別会員入会のお知らせ （敬称略）

＜特別会員＞

Song House Ohana(オハナ)東町204番地
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行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

名称：東西町放課後児童クラブ

場所：集会所

定員：15名程度

受付期間：11月15日(金)～12月26日(木)

東西町では８年前から、保護者が仕事等で児童の

帰宅時間に不在の場合、家庭に代わる生活の場とし

て放課後児童クラブを行っています。東西町で開設

することで、送迎時間の短縮や、支援員も地区の方

なので、安心してお願いできると保護者からは非常

に喜ばれています。

受付期間内に申し込んでください。定員を超えた

場合は判定基準に沿って決めさせていただくことに

なりますので、ご了解ください。

火災報知器

建物火災の死者数の９割が一般住宅の火災で、死

者数の６割が逃げ遅れです。

「逃げ遅れ」をなくする唯一の設備です。火災報知

器には台所などに設置する熱感知タイプと、寝室・

階段などに設置する煙感知タイプがあり、中に入っ

ている電池の寿命は10年です。10年過ぎたら交換し

ましょう。年一回の作動テストを忘れずに実施して

ください。作動しない場合は業者に点検か交換を依

頼してください。未だ設置されておられない方は逃

げ遅れや近隣への類焼を防止するために至急の設置

をお願いします。

デジタル防災無線個別受信機

停電時にも受信ができ

るために、通常単一電池

が２本入っています。

乾電池のマークが点滅

したら交換しましょう。

消火器

初期消火に最も効果があります。製造年が８年を

過ぎたものは容器の欠損(サビ・きず・へこみ)を確

認しましょう。振興協議会でも、消火器の引き取り

や購入の紹介することもできます。

また、東西町内のホース格納箱や防災庫に外付け

してありますので、場所の確認を行い、イザという

時の初期消火に役立ててください。

家庭の防災機器の確認をお願いします

東西町放課後児童クラブ募集！

特別会員入会のお知らせ （敬称略）

＜特別会員＞

Song House Ohana(オハナ)東町204番地
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会報まち１１月号
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

10月６日(日)に東西町スポーツ広場にて大運動会を開催し

ました。開会式を終え早速競技開始。毎年恒例の「みんなで

ジャンプ」と「綱引き」は得点種目でもあり大変盛り上がり

ました。また、今年は、第40回の記念大会でもあったため、

昼食後の「３択クイズ」前に、来場者全員によるマスゲーム

を行い、この状況をドローンで撮影し記録として残すことが出

来ました。戦績は、総合優勝はリレーで２区と競り合って

勝利した３区、綱引きは伝統の１区でしたが、最後までも

つれる大接戦となりました。

閉会式終了後の慰労会も、今回初めて全区が１箇所に集

まって行うことにし、とても多くの皆さんが参加していた

だきました。ありがとうございました。

大きな怪我も無く(綱引きの時に足がつって、戦線離脱された方

がおられましたが・・・笑）無事に進行できたことに感謝します。

準備段階から運営に協力していただいた区長、班長、実行委員、

中学生の皆さんに感謝申し上げます。

運動会実行委員長 中島 誠

運動会の目的は、区対抗によって区が団結することと、更に大事

なことは、多くの方に来場していただき顔見知りになり、ふれあい仲良く

なることで安全

で安心な町づく

りにつながるこ

とです。

多数ご来場いただきありがとうございました。

９月29日(日)東西町スポーツ広場の草取りを行いました。

雨のため１週間延びたこの日は、午前中は一斉清掃だった

にもかかわらず70名を越える方々が草取り用具を持参し、

あの広いグラウンドをきれいに除草していただきました。

１時間の予定でしたが、多

くの方のご協力で早めに終える

ことができました。

お陰様で怪我のない運動会を

開催することが出来ました。

ありがとうございました。

東西町スポーツ広場整備

令和元年度 第40回 東西町運動会

素晴らしいグラウンドになりました

草刈り機で法面を刈る人、小さい草を抜く人

草取り、集める係と自然と分担が決まりました

近年で最多の慰労会参加者数でした

借り物(人)競走 足並みそろったかな

来場者全員が「パプリカ」の曲に合わせて行った圧巻のマスゲーム

F-1レースに役員の中学生も出場

綱引き競技と応援団

日 曜日 １１月の予定表
1 金

地域福祉委員会/コミセン100体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ(小雑紙)・ビン・缶

2 土 ＜健康ウォーキング＞　銭太鼓/ソフトバレー

3 日 写真/万寿会ゴミ拾い

4 月 ＜敬老会＞

5 火 男のクッキング

6 水 １区・２区サロン(外)/３区サロン（外）

7 木 籐あみ教室/習字/万寿会GG

8 金 コミセン100体

9 土
野菜市8:00頃～
そばの会/銭太鼓/ソフトバレー

10 日 ＜ｺﾐｾﾝ大掃除と利用者会議＞＜避難・消火訓練＞

11 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

12 火 ４区サロン（外）

13 水

14 木 習字/万寿会GG

15 金
コミセン100体
           ＊発泡・プラ(小雑紙)・再ビン・ペットＢ・古紙(ざつがみ)

16 土 わくわくショップ10:30～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

17 日 マージャン

18 月 つどい100体/布とあそぶ/万寿会GG

19 火

20 水

21 木 笑いヨガ/習字/万寿会GG　　　

22 金 1区区会/コミセン100体　　　　　　　　　　　　　　　 ＊不燃ごみ

23 土 野菜市8:00頃～/万寿会脳トレ/銭太鼓/ソフトバレー

24 日 ＜リサイクル＞  ＜役員研修会＞

25 月 つどい100体/うたの会/万寿会GG

26 火 まちの保健室

27 水

28 木 習字/万寿会GG

29 金 コミセン100体

30 土 銭太鼓/ソフトバレー

１２月の予定
歳末福祉のもちづくり【福祉部・実行委員会】

小型除雪機安全講習会【事務局】
22 日
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１区区会を開催します

日時：11月22日(金)19:00～21:00

場所：つどい

対象：１区の皆さん

特に１区は土砂災害時のレッド

ゾーンやイエローゾーンが広範囲

にわたっています。

イザという場合に助け合える地

域づくりについてや、身近な困り

事等、お茶をいただきながら話し

合いましょう。

是非、ご参加を

お願いします。

わくわくショップから

義援金をお届けしました

わくわくショップでは委託され

た商品が売れた場合に事務手数料

として10％をいただいています。

この度、寄付していただいた商

品の売り上げ等から「令和元年台風

第19号災害義援金」をお届けしまし

た。

わくわくショップ代表 阿部栄子

インフルエンザの流行が早いようです

今年はインフルエンザの流行が

早くなっていると言われています。

水分を摂り部屋を乾燥させない

ようにすることや、寝るときのマ

スクが有効です。

かからないことが一番ですが、

予防注射等も早めに済ませておい

てください。

この時期タイヤが盗難さ

れたことがありますので

ご注意ください！

東西町でも過去に、

タイヤ交換の時期にタイヤの盗

難が発生しました。

簡単に取られる場所に置かな

い等の工夫をしてください。

また、空き巣や侵入盗にも気

をつけてください。

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


