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会報まち９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

当日の天気予報は午後から雨！、朝７時の準備開始時に屋外の配置

替えをしてテント数を減らすことに決定。午後１時から子供育成会、

中学育成会の方々が焼そば、カレーの下準備に着手です。午後５時、

実行委員長が夏祭りの開催を宣言。待ちかねていた子供が一斉に屋台

に向かいます。かき氷、焼き鳥。飲み物コーナーには大人が・・・

玄関ではカレーライスを中学生が売り子として歩き、その隣では焼

そばを子供育成会の男性２人が懸命に焼いています。今年一番

人気だったのは金魚すくい。会場南側は長蛇の列です。どうや

らポイがなかなか破れず、何回もすくえるらしい。

配置替えで集会所の玄関が売り場となった駄菓子屋にも子供

連れの楽しい笑顔があります。初期消火に役立てようと今年初

めて計画した水消火器を使っての「消火器でホールーインワン」

には多くの小・中学生が挑戦しています。かき氷と金魚すくいの

無料プレゼントがある踊りには、ゆかたの子供が多く見られます。

午後７時の屋台終了とともに、コミセン大集会室に次々と来場

者が入られ、銭太鼓「チビッコ＆ばばちゃんず」、２人の女性によ

るフラダンスで盛り上がります。協賛を頂いた方々の紹介が終わ

るといよいよお目当てのとみくじ抽選会。

歓声とため息が会場で交錯する中、特等

を獲得した中学生

の満面の笑顔で今

年の夏祭りの終了

です。

第42回 東西町夏祭り

２日後に大型台風５号の接近が予想される８月５日(土)、安否確認協力委員会を開催しました。

この安否確認協力委員制度は、東日本大震災を契機に、昼間でも地域におられる方で災害発生時に要援護

者等の、安否確認と避難補助を行おうとするものです。東西町の自主防災の要であり全国から注目を受け

ている仕組みです。この日は安否確認協力委員40名の内25名と、

避難所対応委員４名の内３名の出席がありました。

今回は、①災害時要援護者の見直し ②「避難準備情報」から

「避難準備・高齢者等避難開始情報」へ変更となったこと ③安否

確認協力委員へ貸与しているヘッドライトの点検及び電池交換が行

われました。東西町では避難準備・高齢者等避難開始情報が発令さ

れた時点で避難所を開設し、避難所対応委員が対応することにしま

した。

安否確認協力委員会を開催！

東西町住宅図で警戒区域を再確認しました

美しい表情にうっとり

銭太鼓チビッコ＆ばばちゃんず

期待で熱気につつまれた大集会室

おどりの輪がどんどん大きくなりました

大行列の金魚すくい

水消火器でボールを
狙ってホールインワン

日 曜日 ９月の予定表
1 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

2 土 敬老会実行委員会/銭太鼓/ソフトバレー

3 日 運動会全体会議/写真/マージャン

4 月 ピンポンの会

5 火 絵手紙/男のクッキング

6 水 フラダンス

7 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

8 金 笑いヨガ

9 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/そばの会/ソフトバレー

10 日

11 月 2区サロン/3区サロン

12 火

13 水 フラダンス/ハンドメイド

14 木 習字/ダンス

15 金 ＊発泡・プラ・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～/ソフトバレー

17 日 ＜敬老会＞

18 月 ＜子供みこし＞

19 火

20 水 フラダンス

21 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

22 金

23 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

24 日
＜秋の一斉清掃＞
[たそがれコンサート13：20～：ふるさと交流センター]

25 月 うたの会

26 火 まちの保健室

27 水 フラダンス/ハンドメイド

28 木 習字/ダンス

29 金 ＊不燃ごみ

30 土 銭太鼓/ソフトバレー

１０月の予定

1 日
東西町地域振興協議会創設10周年記念・
　　　第38回東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

14 土 ～15日 干支づくり【人づくり部】

22 日 ボランティアフェスティバル【ボラフェス実行委員会・福祉部】
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(投稿) 南部町民花火大会の感想

久しぶりに花回廊の花火大会に

行ってきました。

間近で上がる大迫力の音と、降

りかかるように頭上で弾ける花火。

あっという間に終わった感じの

する大満足の45分間でした。渋滞

もなく、涼しいバスでの送迎付き。

行って見る価値有りますよ。

来年は皆さんもお出かけください

３区 Ｍ．Ｋ

ＡＥＤをコミセン玄関外に設置

緊急の場合、いつでも直ぐに使用出

来るようにＡＥＤを、コミセン玄関外

に設置しました。

いたずらに開けたりしないでくだ

さい。

非常用電源装置

27年度の防災まちづくり大賞

「消防庁長官表彰」受賞時に、南

部町から贈呈を受けた電源装置を

コミセン事務室に設置していまし

たが、調理室前廊下に移設しまし

た。非常時に独立電源システムと

して、また、停電時のバックアッ

プ電源として利用

します。

常時、充電をし

ていますので、さ

わらないようにお

願いします。

コミセン玄関外に設置されたＡＥＤ

わくわくショップ再開と刃物研ぎ

９月からわくわくショップを再

開します。

11月18日(土)は刃物研ぎが来ま

すのでご利用ください。

電源装置

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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７月21日～８月12日までの間、毎朝７時から東西

町内の３ヶ所でラジオ体操を行ないました。参加人

数は延べ 子供1,249名、大人921名 計2,170名でし

た。この中、７月30日(日)に開催した西町バス停裏

中央道のラジオ体操とソーメン流しには、計157名

の参加があり、その様子は、なんぶSANチャンネル

でも放送していただきました。

参加者から、早くも次回のソーメン流しを楽しみ

にしていると

いう声も聞い

ています。

★７月31日(月)

サントリー天然水

奥大山ブナの森工

場にリニューアル

してから初めて見

学に行きました。

美味しい水をい

ただきながら大山ブナの森の素晴らしさや大切さを

説明していただきました。

工場外には新たに遊歩道が整備され、散策しなが

ら樹木の説明も聞きました。

★８月21日(月)

米子市児童文化セン

ターに行きました。

フリースペースで

大はしゃぎの後、プ

ラネタリュームで勉

強した、半日の地区

外活動でした。

★地域の方からも

いろいろなことを学びました。

８月23日(水)和綴じのメモ帳づくり

講師 片山公恵さん(1-4)

８月24日(木)石絵づくり

講師 渡辺友子さん(4-2)

夏休みの宿題にもなると大変喜ばれています。

８月16日(水)コミセンにて、町づくり部の行事で

あります『第34回東西町仏様送り』を恵雲寺（えう

んじ）住職様をお招きし開催いたしました。

この『東西町仏様送り』は仏様はもとより、お供

え物なども合わせてご供養しています。

その歴史は長く、今年度で第34回となります。今

回より住職様の法話を頂きました。参列者は63名で

した。 町づくり部部長 石田 泰弘

夏休み みんなでラジオ体操終了

放課後児童クラブ夏休み活動

仏様送り

８月１日(火)コミセンで、子供絵画教室を開催し

ました。これはジョカ(青年海外協力協会)から提案

があり、急遽、東西町で受けることにいたしました。

講師は、静岡県在住の羽広雄太(はびろゆうた)さ

んです。美術隊員としてエジプトで貧しい子供達に

観光客への土産品の制作指導を行っておられたそう

です。教室の様子は、ペアになった相手のイメージ

カラーの絵の具を使い、途中で交換して完成させる

というユニークな(ちょっとむずかしい？)手法でし

た。絵画教室の後、先生のエジプトでの体験談を聞

きました。

参加した

14名の子供

達は興味深

そうに聞い

ていました。

子供絵画教室

法話を聞く出席者

機械化された工場内を見学しました

フリースペースで大はしゃぎ

画用紙一杯に色を使って描きました

～４区～ 整然とした体操です

～１区～ もっとご参加ください

～２区・３区～ 交流を深めながら
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敬老会【福祉部・実行委員会】

日 時：９月17日(日)10：00開会

場 所：コミセン

東西町全体でご長寿をお祝いし

ます。対象の皆さまには案内状を

お配りしますので、どうぞご出席

ください。

子供みこし【実行委員会】

日 時：９月18日(祝)12：30出発

場 所：コミセンから地区内を練り

歩きます。

沿道でのご声援をお願いします。

秋の一斉清掃【町づくり部】

日 時：９月24日(日)

7：50～ラジオ体操

8：00～一斉清掃

班長の指示に従い、宅地周辺や管理地周辺及び側

溝、公共スペースの除草と清掃をお願いします。

※班長は7：20～7：40の間

に協議会事務所へお越しくだ

さい。（袋や作業マニュアル

をお渡しします）

東西町地域振興協議会創設10周年記念・

第38回東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

待ちに待った新運動公園で東西町地域振興協議会

10周年記念の運動会を開催します。

日 程：10月１日(日)

場 所：東西町新運動公園(仮称)

悪天候時：ふるさと交流センター体育館

★会場で運動公園名称を決定します

来場者全員参加の競技もありますので、ご家族皆

さんでご来場下さい。

行事のお知らせ(予定時間)どうぞご参加ください

新運動公園の整備計画が

決定しましたので、下記要

項にて公園名称を募集しま

す。

①募集目的：幅広く地域の方の声を反映させ、末永

く地域に愛される公園を目指すために名称を募集

します。

②名称条件：災害時の避難場所にもなるため、名称

で場所が想像でき、近隣の地域の方にも配慮して

ある名称であること。

③募集期間：平成29年９月１日(金)～９月20日(水)

④募集方法：公園名称、区と班、氏名、連絡先

(電話番号)を記載したものを事務局の郵便受け口

に投函下さい。

⑤選考方法：応募された名称を審査し、候補案を絞

ります。運動会当日提示して来場者による選択で

決定します。

新運動公園名称を募集します！

衣類の回収

可燃ごみの減量化推進のため、衣類

等の回収が行われます。

（固形材料としてリサイクルされます）

日時：10月29日(日)9：00～12：00

収集所：法勝寺庁舎車庫

収集品：衣類、布団、シーツ類等

注：濡れているもの、汚れているもの、臭いが

きついものは回収できません。

問い合せ：町民生活課(法勝寺庁舎)66－3114

(天萬庁舎)64－3781

※詳細は広報なんぶ10月号に掲載されます

オリンピックメダルプロジェクト

都市鉱山から作る！みんなのメダルプロ

ジェクトにご参加ください。

あなたの家に眠っているものが、東京オ

リンピックで使われるメダルになります。

東西町地域振興協議会事務所でお預かりし、認定

業者にお渡しします。

【期間】９月１日～12月22日

【対象の小型家電】・携帯電話 ・デジタルカメラ

・携帯型ゲーム機 ・電卓

※データは消去してご持参下さい。

資源のリサイクルに
ご協力をお願いします
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②名称条件：災害時の避難場所にもなるため、名称

で場所が想像でき、近隣の地域の方にも配慮して

ある名称であること。

③募集期間：平成29年９月１日(金)～９月20日(水)

④募集方法：公園名称、区と班、氏名、連絡先

(電話番号)を記載したものを事務局の郵便受け口

に投函下さい。

⑤選考方法：応募された名称を審査し、候補案を絞

ります。運動会当日提示して来場者による選択で

決定します。

新運動公園名称を募集します！

衣類の回収

可燃ごみの減量化推進のため、衣類

等の回収が行われます。

（固形材料としてリサイクルされます）

日時：10月29日(日)9：00～12：00

収集所：法勝寺庁舎車庫

収集品：衣類、布団、シーツ類等

注：濡れているもの、汚れているもの、臭いが

きついものは回収できません。

問い合せ：町民生活課(法勝寺庁舎)66－3114

(天萬庁舎)64－3781

※詳細は広報なんぶ10月号に掲載されます

オリンピックメダルプロジェクト

都市鉱山から作る！みんなのメダルプロ

ジェクトにご参加ください。

あなたの家に眠っているものが、東京オ

リンピックで使われるメダルになります。

東西町地域振興協議会事務所でお預かりし、認定

業者にお渡しします。

【期間】９月１日～12月22日

【対象の小型家電】・携帯電話 ・デジタルカメラ

・携帯型ゲーム機 ・電卓

※データは消去してご持参下さい。

資源のリサイクルに
ご協力をお願いします
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会報まち９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

当日の天気予報は午後から雨！、朝７時の準備開始時に屋外の配置

替えをしてテント数を減らすことに決定。午後１時から子供育成会、

中学育成会の方々が焼そば、カレーの下準備に着手です。午後５時、

実行委員長が夏祭りの開催を宣言。待ちかねていた子供が一斉に屋台

に向かいます。かき氷、焼き鳥。飲み物コーナーには大人が・・・

玄関ではカレーライスを中学生が売り子として歩き、その隣では焼

そばを子供育成会の男性２人が懸命に焼いています。今年一番

人気だったのは金魚すくい。会場南側は長蛇の列です。どうや

らポイがなかなか破れず、何回もすくえるらしい。

配置替えで集会所の玄関が売り場となった駄菓子屋にも子供

連れの楽しい笑顔があります。初期消火に役立てようと今年初

めて計画した水消火器を使っての「消火器でホールーインワン」

には多くの小・中学生が挑戦しています。かき氷と金魚すくいの

無料プレゼントがある踊りには、ゆかたの子供が多く見られます。

午後７時の屋台終了とともに、コミセン大集会室に次々と来場

者が入られ、銭太鼓「チビッコ＆ばばちゃんず」、２人の女性によ

るフラダンスで盛り上がります。協賛を頂いた方々の紹介が終わ

るといよいよお目当てのとみくじ抽選会。

歓声とため息が会場で交錯する中、特等

を獲得した中学生

の満面の笑顔で今

年の夏祭りの終了

です。

第42回 東西町夏祭り

２日後に大型台風５号の接近が予想される８月５日(土)、安否確認協力委員会を開催しました。

この安否確認協力委員制度は、東日本大震災を契機に、昼間でも地域におられる方で災害発生時に要援護

者等の、安否確認と避難補助を行おうとするものです。東西町の自主防災の要であり全国から注目を受け

ている仕組みです。この日は安否確認協力委員40名の内25名と、

避難所対応委員４名の内３名の出席がありました。

今回は、①災害時要援護者の見直し ②「避難準備情報」から

「避難準備・高齢者等避難開始情報」へ変更となったこと ③安否

確認協力委員へ貸与しているヘッドライトの点検及び電池交換が行

われました。東西町では避難準備・高齢者等避難開始情報が発令さ

れた時点で避難所を開設し、避難所対応委員が対応することにしま

した。

安否確認協力委員会を開催！

東西町住宅図で警戒区域を再確認しました

美しい表情にうっとり

銭太鼓チビッコ＆ばばちゃんず

期待で熱気につつまれた大集会室

おどりの輪がどんどん大きくなりました

大行列の金魚すくい

水消火器でボールを
狙ってホールインワン

日 曜日 ９月の予定表
1 金 4区レクトレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発泡・プラ・ビン・缶

2 土 敬老会実行委員会/銭太鼓/ソフトバレー

3 日 運動会全体会議/写真/マージャン

4 月 ピンポンの会

5 火 絵手紙/男のクッキング

6 水 フラダンス

7 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

8 金 笑いヨガ

9 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/そばの会/ソフトバレー

10 日

11 月 2区サロン/3区サロン

12 火

13 水 フラダンス/ハンドメイド

14 木 習字/ダンス

15 金 ＊発泡・プラ・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～/ソフトバレー

17 日 ＜敬老会＞

18 月 ＜子供みこし＞

19 火

20 水 フラダンス

21 木 万寿会軽体操/習字/ダンス

22 金

23 土 野菜市8:00頃～/銭太鼓/ソフトバレー/低山会

24 日
＜秋の一斉清掃＞
[たそがれコンサート13：20～：ふるさと交流センター]

25 月 うたの会

26 火 まちの保健室

27 水 フラダンス/ハンドメイド

28 木 習字/ダンス

29 金 ＊不燃ごみ

30 土 銭太鼓/ソフトバレー

１０月の予定

1 日
東西町地域振興協議会創設10周年記念・
　　　第38回東西町地区運動会【人づくり部・実行委員会】

14 土 ～15日 干支づくり【人づくり部】

22 日 ボランティアフェスティバル【ボラフェス実行委員会・福祉部】
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(投稿) 南部町民花火大会の感想

久しぶりに花回廊の花火大会に

行ってきました。

間近で上がる大迫力の音と、降

りかかるように頭上で弾ける花火。

あっという間に終わった感じの

する大満足の45分間でした。渋滞

もなく、涼しいバスでの送迎付き。

行って見る価値有りますよ。

来年は皆さんもお出かけください

３区 Ｍ．Ｋ

ＡＥＤをコミセン玄関外に設置

緊急の場合、いつでも直ぐに使用出

来るようにＡＥＤを、コミセン玄関外

に設置しました。

いたずらに開けたりしないでくだ

さい。

非常用電源装置

27年度の防災まちづくり大賞

「消防庁長官表彰」受賞時に、南

部町から贈呈を受けた電源装置を

コミセン事務室に設置していまし

たが、調理室前廊下に移設しまし

た。非常時に独立電源システムと

して、また、停電時のバックアッ

プ電源として利用

します。

常時、充電をし

ていますので、さ

わらないようにお

願いします。

コミセン玄関外に設置されたＡＥＤ

わくわくショップ再開と刃物研ぎ

９月からわくわくショップを再

開します。

11月18日(土)は刃物研ぎが来ま

すのでご利用ください。

電源装置

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


